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タイトル サブタイトル 作者シリーズ

クレヨン王国 109番めのドア　パート２ 福永令三

「黒魔女さんが通る!!」キャラブック 石崎洋司黒魔女さんが通る!!

50点先生と27人の子どもたち エリザベス・シュティーメル

あ～あ、どうしてこうなるの！？ ジェフ・キニーグレッグのダメ日記 4

ああ無情 ビクトル・ユーゴー

ああ無情 ビクトル・ユーゴー少年少女日本文学 17

アーモンド入りチョコレートのワルツ 森絵都

愛と友情のゴリラ メアリー・ボーブ・オズボーマジックツリーハウ 13

愛の本 真野さよ

愛の妖精 サンド

赤いろうそくと人魚その他 小川未明その他少年少女日本文学

赤毛のアン ルーシーモード・モンゴメリ

赤毛のアン ルーシーモード・モンゴメリ

赤毛のアン ルーシーモード・モンゴメリ赤毛のアン 1

赤毛のアン ルーシーモード・モンゴメリ少年少女世界文学 14

憧れのまほうつかい さくらももこ

朝びらき丸東の海へ 朝びらき丸東の海へ C.S.ルイスナルニア国物語 3

足利尊氏 浜野卓也

あしたのジョー１ ちばてつや

あしたのジョー１１ ちばてつや

あしたのジョー１２ ちばてつや

あしたのジョー２ ちばてつや

あしたのジョー３ ちばてつや

あしたのジョー４ ちばてつや

あしたのジョー５ ちばてつや

あしたのジョー６ ちばてつや

あしたのジョー７ ちばてつや

あしたのジョー８ ちばてつや

あしたのジョー９ ちばてつや

あしながおじさん ジーン・ウェブスター

あしながおじさん ジーン・ウェブスター

あしながおじさん ジーン・ウェブスター少年少女世界文学 12

続あしながおじさん ジーン・ウェブスターあしながおじさん

あのころはフリードリッヒがいた ハンス・ぺーター・リヒター

アポロンの哀しみ 里中満智子マンガギリシャ神話 2

アマゾン大脱出 メアリー・ボーブ・オズボーマジックツリーハウ 3

雨ニモマケズ 宮沢賢治宮沢賢治童話全集 12

アメリカ横断ウルトラクイズ1616

あやかし修学旅行　鵺のなく夜 はやみねかおる名探偵夢水清志郎

あゆみ10歳レモン色の交かん 沢井いづみ

アラビア物語Ⅱ 川真田純子アラビアンナイト 2

アラビア物語Ⅲ 川真田純子アラビアンナイト 3
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タイトル サブタイトル 作者シリーズ

アラビア物語Ⅳ 川真田純子アラビアンナイト 4

アラビアンナイト1 川真田純子アラビアンナイト 1

アラビアンナイト2 川真田純子アラビアンナイト 2

アラビアンナイト3 川真田純子アラビアンナイト 3

アラビアンナイト4 川真田純子アラビアンナイト 4

アラビアンナイト5 川真田純子アラビアンナイト 5

アラビアンナイト6 川真田純子アラビアンナイト 6

アラビアンナイト7 川真田純子アラビアンナイト 7

アラビアン・ナイト　上 ディクソンアラビアンナイト 1

アラビアン・ナイト　下 ディクソンアラビアンナイト 2

歩け!とべ!三平 村崎義正

アルプスの少女 ヨハンナ・スピリ

アルプスの少女 ヨハンナ・スピリ少年少女世界文学 16

アルプスの少女ハイジ いがらしゆみこ　

ALEXANDRITE 1 成田美名子ALEXANDRITE 1

ALEXANDRITE 2 成田美名子ALEXANDRITE 2

ALEXANDRITE 3 成田美名子ALEXANDRITE 3

ALEXANDRITE 4 成田美名子ALEXANDRITE 4

ALEXANDRITE 5 成田美名子ALEXANDRITE 5

ALEXANDRITE 6 成田美名子ALEXANDRITE 6

ALEXANDRITE 7 成田美名子ALEXANDRITE 7

アンクルトム物語 ストー

アンの愛情 ルーシーモード・モンゴメリ赤毛のアン 3

アンの青春 ルーシーモード・モンゴメリ赤毛のアン 2

アンの友達 ルーシーモード・モンゴメリ赤毛のアン 4

アンの娘リラ ルーシーモード・モンゴメリ赤毛のアン 10

アンの夢の家 ルーシーモード・モンゴメリ赤毛のアン 6

安房直子コレクション なくしてしまった魔法の時間 安房直子安房直子コレクショ 1

安房直子コレクション 見知らぬ町ふしぎな村 安房直子安房直子コレクショ 2

安房直子コレクション ものいう動物たちのすみか 安房直子安房直子コレクショ 3

生きる 畑正憲

生きることの意味 高史明

いじっぱりのクイーニ ロバート・バーチ

イスとイヌの見分け方 きたやまようこ

伊豆の踊り子/泣虫小僧 川端康成その他少年少女日本文学

一億年の旅 新関滋也

いちかばちか、やるしかないね！ ジェフ・キニーグレッグのダメ日記 11

いちご4 倉橋燿子4

いちご5 倉橋燿子5

いつか、ふたりは二匹 西澤保彦ミステリーランド

いっきによめる名作選　小学3年生 齋藤孝

一休・吉四六・彦一さん 輝村輝夫

いつでも会える 菊田まり子

犬から学ぶ心のレッスン 河原まり子・利岡裕子

犬たちがくれたおくりもの 河原まり子・利岡裕子

犬の消えた日 井上こみち
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犬の系譜 椎名誠

伊能忠敬 今井誉次郎

いのちを守る 川上武

今川義元 浜野卓也

いましめの谷 エミリー・ロッダデルトラ・クエスト 7

いる？いない？のひみつ 七海ワタル

イワンのばか レフ・ニコラエビッチ・トルス

イワンの馬鹿 レフ・ニコラエビッチ・トルス少年少女世界文学 20

ウィロビー館のオオカミ ジョーン・エイキン

上杉謙信 鈴木俊平

植村直己 長尾三郎

雨月物語 くもん目で見る楽しい古

うごめく砂 エミリー・ロッダデルトラ・クエスト 4

兎の眼 灰谷健次郎

失われた歴史 佃実夫

うしろの正面だあれ 海老名香葉子

うそつきの天才 ウルフ・スタルク

うそつきの天才 ウルフ・スタルクショートストーリーズ 1

うたうカメレオン アフリカ昔話 掛川恭子訳

うた時計 新美南吉フジポッド文庫朗読

宇宙からきたかんづめ 佐藤さとる

宇宙人のいる教室 さとうまさこ

宇宙人のしゅくだい 小松左京

宇宙と地球と日本列島 竹内均人類の未来を考え 4

宇宙と人間　七つのなぞ 湯川秀樹

宇宙に秘められた謎 ホーキング博士のスペース・ア ﾙｰｼｰ&ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ﾎｰｷﾝｸﾞ

宇宙のあいさつ 星新一

宇宙のみなしご 森絵都

宇宙飛行士若田光一物語 上川敦志

宇宙への秘密の鍵 ﾙｰｼｰ&ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ﾎｰｷﾝｸﾞ

馬と少年 C.S.ルイスナルニア国物語 5

生まれることば　死ぬことば 湯浅茂雄ことばの探検 5

海がきこえる S.ツェーベルト

海と真珠 梅田みか

ウミヒコ、ヤマヒコ 山本有、菊池寛少年少女日本文学

海を守るたたかい 松下竜一

永遠のみえる日 折原みと

映画　のび太の結婚前夜 藤子不二雄　

英国情報局秘密組織（チェラブ）1 スカウト ロバート マカモア英国情報局秘密組 1

英国情報局秘密組織（チェラブ）2 クラスA ロバート マカモア英国情報局秘密組 2

英国情報局秘密組織（チェラブ）3 脱獄 ロバート マカモア英国情報局秘密組 3

英国情報局秘密組織（チェラブ）4 大もうけ ロバート マカモア英国情報局秘密組 4

英国情報局秘密組織（チェラブ）5 マインドコントロール ロバート マカモア英国情報局秘密組 5

英国情報局秘密組織（チェラブ）6 リベンジ ロバート マカモア英国情報局秘密組 6

英国情報局秘密組織（チェラブ）7 疑惑 ロバート マカモア英国情報局秘密組 7

英国情報局秘密組織（チェラブ）8 ギャング戦争 ロバート・マカモア英国情報局秘密組 8
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タイトル サブタイトル 作者シリーズ

英国情報局秘密組織（チェラブ）9 クラッシュ ロバート・マカモア英国情報局秘密組 9

英文解釈の基礎 西田実

エーミールと大どろぼう アストリッド・リンドグレーン

エジソン 崎川範行

SOS海底探検 メアリー・ボーブ・オズボーマジックツリーハウ 5

エネルギーについて知っている 竹内均人類の未来を考え 11

絵のない絵本 ハンス・アンデルセン

絵のない絵本 山室静・アンデルセン

エミールと探偵たち エーリヒ・ケストナー作・高

エミールと探偵たち エーリッヒ・ケストナー

エメラルドの妖精　エミリー デイジー・メドウズレインボーマジック 24

エンジェルBOX 折原みと

美味しんぼ 究極の料理人”夏編” 雁屋哲美味しんぼ 97

美味しんぼ 究極の料理人”秋編””冬編” 雁屋哲美味しんぼ 99

王家の谷 永久の家

王さまかいぞくせん 寺村輝夫ぼくは王さま 10

王さまたんけんたい 寺村輝夫作、和歌山静子王さま

王さまたんじょうパーティ 寺村輝夫小さな王さま 3

王さまびっくり 寺村輝夫ぼくは王さま 4

王さまレストラン 寺村輝夫作、和歌山静子王さま

お江戸はやくちことば 杉山亮

大きな森の小さな家1 大きな森の小さな家 ローラ・インガルス・ワイル大きな森の小さな家 1

大きな森の小さな家2 大草原の小さな家 ローラ・インガルス・ワイル大きな森の小さな家 2

大きな森の小さな家3 プラム川の土手で ローラ・インガルス・ワイル大きな森の小さな家 3

大きな森の小さな家5 農場の少年 ローラ・インガルス・ワイル大きな森の小さな家 5

大きな森の小さな家6 大草原の小さな町 ローラ・インガルス・ワイル大きな森の小さな家 6

大きな森の小さな家7 この輝かしい日々 ローラ・インガルス・ワイル大きな森の小さな家 7

大隈重信 鈴木俊平

大空のうた 斉藤喜博

大空の殺人 アガサ・クリスティ

Overオーバー 折原みと

おかしな国のお菓子の本 池田あきこ・佐藤かずよ

おかしな先祖 星新一

おかしの妖精　ハニー デイジー・メドウズレインボーマジック 18

沖縄少年漂流記 谷真介

おくのほそ道 くもん目で見る楽しい古

奥の細道 学研絵で見る楽しい古 7

奥の細道を読もう 藤井圀彦

おしごと年鑑 朝日新聞

オズの魔法使い ライマン・フランク・バーム

恐ろしい本 長谷川四郎

織田信長 童門冬二

織田信長 鈴木俊平

おっとあぶないがちょうおくさん ミリアム・クラーク・ポターどうぶつむらのがち 2

おとうさん×先生=タヌキ 山中恒

おとなになること サラ・ミツダ
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おどる牛 川重茂子

鬼の橋 伊藤遊

おのぞみの結末 星新一

おばけがくれた青い紙 日本児童文学者協会ほんとうにあったお 3

お姫さまとゴブリンの物語 マクドナルド

お星さまのレール 小林千登勢

おもしろ雑学事典１ A・リーオウクムおもしろ雑学事典 1

おもしろ雑学事典２ A・リーオウクムおもしろ雑学事典 2

親子で読む百人一首 齋藤孝

オヤジがライバルだった 中里喜昭

親とたたかう 菅龍一

親とは何か 野本三吉

親指こぞうニルス・カールソン アストリッド・リンドグレーン

折り紙のたのしみ 布施知子

オリュンポスの神々 里中満智子マンガギリシア神話 1

おれがあいつであいつがおれで 山中恒

おろしや国酔夢譚 井上靖

追われ行くカモシカたち 浜昇

音楽の妖精　メロディ デイジー・メドウズレインボーマジック 16

女としごと2 野中文江

女ともだち1 倉橋燿子女ともだち 1

女ともだち2 倉橋燿子女ともだち 2

女ともだち4 倉橋燿子女ともだち 4

女ともだち5 倉橋燿子女ともだち 5

女ともだち6 倉橋燿子女ともだち 6

女ともだち7 倉橋燿子女ともだち 7

女ともだち8 倉橋燿子女ともだち 8

カーディとお姫さまの物語 マクドナルド

怪談　芳一ものがたり 小泉八雲アニメ日本の名作

怪盗クイーンと悪魔の錬金術師 バースデイパーティ前編 はやみねかおる

怪盗クイーンと魔界の陰陽師 バースデイパーティ後編 はやみねかおる怪盗クイーン

怪盗ルパン モーリス・ルブラン怪盗ルパン

怪盗ルパン 奇厳城 モーリス・ルブラン怪盗ルパン

外来語ふるさとたんけん 監修・桜本喜徳・文・笠原おもしろ国語ゼミナ 5

帰ってくる火の玉 日本児童文学者協会ほんとうにあったお 8

科学と科学者のはなし 寺田虎彦

鏡のなかの幽霊 ジョン・べレアーズルイスと魔法使い協

かがやけ野のいのち 星寛治

かぎりなくやさしい花々 星野富弘

かくされた自然 栗原康

春日局 鈴木俊平

数の悪魔 エンツェンスベルガー

カスピアン王子のつのぶえ C.S.ルイスナルニア国物語 2

風・冷たい風 レズリー・ノリスショートストーリーズ 2

風の谷のナウシカ３ 宮崎駿

風の谷のナウシカ５ 宮崎駿
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風の谷のナウシカ１ 宮崎駿

風の谷のナウシカ２ 宮崎駿

風の谷のナウシカ４ 宮崎駿

風の谷のナウシカ６ 宮崎駿

風の谷のナウシカ７ 宮崎駿

風の又三郎 宮沢賢治

風を見た少年 C.W.ニコル

風を道しるべに01 倉橋燿子風を道しるべに 1

風を道しるべに02 倉橋燿子風を道しるべに 2

風を道しるべに03 倉橋燿子風を道しるべに 3

風を道しるべに04 倉橋燿子風を道しるべに 4

風を道しるべに05 倉橋燿子風を道しるべに 5

風を道しるべに06 倉橋燿子風を道しるべに 6

風を道しるべに07 倉橋燿子風を道しるべに 7

風を道しるべに08 倉橋燿子風を道しるべに 8

風を道しるべに09 倉橋燿子風を道しるべに 9

風を道しるべに10 倉橋燿子風を道しるべに 10

カタカナ語おもしろ辞典 村石利夫

勝海舟 保永貞夫

学校で教えてくれないこと 羽仁進

学校の怪談　4 こわーいけど、おもしろーい！

学校の怪談　6 こわさ超A級 常光徹

学校の七不思議 学校の怪談編集委員会学校の怪談 8

学校放送　作り方・伝え方 向後友恵

かっとび学園スパイ事件 早瀬みずち

悲しい魔女 インドネシアの物語 松本亮

哀しい予感 吉本ばなな

かぎりなくやさしい花々 星野富弘

壁の中の時計 ジョン・べレアーズルイスと魔法使い協

かぼちゃの馬車 星新一

神様がうそをつく。 尾崎かおり

神さま、なぜママを死なせたの ジル・クレメンツ

かみさまはどこにいるの上 森一弘

かみさまはどこにいるの　下 森一弘

神の守り人　上 上橋菜穂子旅人・守り人シリー 1

神の守り人　下 上橋菜穂子旅人・守り人シリー 2

カミングホーム わたしのおうち 倉橋耀子

かもめのジョナサン リチャード・バック

ガラスのうさぎ 高木敏子

ガラスの家族 キャサリン・パターソン

ガラスの大エレベーター ロアルド・ダール

ガリバー旅行記 ジョナサン・スウィフト

ガリバー旅行記 ジョナサン・スウィフト少年少女世界文学 4

ガリレオ 草下英明

川遊びから自然を学ぼう 三輪主彦地球環境子ども探 3

巌窟王 アレクサンドル・デュマ
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タイトル サブタイトル 作者シリーズ

かんこのミニミニ子どもの本案内 赤木かん子かんこのミニミニ

漢字大研究 監修・桜本喜徳・文・笠原おもしろ国語ゼミナ 3

カンテラ日記 中島博

関東大震災～満州事変 水木しげるコミック昭和史 1

ガンバとカワウソの冒険 斉藤惇夫

黄いろのトマト 宮沢賢治フジポッド文庫朗読

消えたビーチサンダル 日本児童文学者協会ほんとうにあったお 9

帰還 エミリー・ロッダデルトラ・クエスト 8

奇術のたのしみ 松田道弘

北国からの旅人 谷川健一

キッドナップツアー 角田光代

キツネ山の夏休み 富安陽子

きのうの少年 小森真弓

気分はだぼだぼソース 椎名誠

気・まぐれシュート 左近蘭子他朝の読み物短編集 4

きまぐれロボット 星新一

君たちの生きる社会　 伊藤光晴

君に届け（集英社コバルト文庫）1 明日になれば 椎名軽穂　下川香苗

君に届け（集英社みらい文庫）１ はじめての気持ち 椎名軽穂　白井かなこ

君に届け（集英社みらい文庫）２ とくべつな気持ち 椎名軽穂　白井かなこ

君に届け（集英社みらい文庫）３ せつない気持ち 椎名軽穂　白井かなこ

君の可能性-なぜ学校に行くのか 斉藤喜博

きみはいまどこにいるか 山代巴

キャプテン翼 天才サッカー少年あらわる!! 高橋陽一キャプテン翼 1

キャプテン翼 集結!全国のライバルたち 高橋陽一キャプテン翼 2

キャプテン翼 最終決戦!めざせ全国制覇!! 高橋陽一キャプテン翼 3

キャンディ・キャンディ1 水木杏子キャンディ・キャンデ 1

キャンディ・キャンディ2 水木杏子キャンディ・キャンデ 2

キャンディ・キャンディ3 水木杏子キャンディ・キャンデ 3

キャンディ・キャンディ4 水木杏子キャンディ・キャンデ 4

キャンディ・キャンディ5 水木杏子キャンディ・キャンデ 5

キュリー夫人 山本和夫子どもの伝記全集

恐怖の山 エミリー・ロッダデルトラ・クエスト 5

恐竜の谷の大冒険 メアリー・ボーブ・オズボーマジックツリーハウ 1

恐竜はなぜ絶滅したの？ 今泉吉典人類の未来を考え 5

強力伝/高安犬物語 新田次郎その他少年少女日本文学

虚空の旅人 上橋菜穂子旅人・守り人シリー

キラキラの妖精　グレース デイジー・メドウズレインボーマジック 17

きらめきの十二歳 薫くみこ

ギリシャ神話 アポロドーロス他少年少女世界文学 1

キリスト 神戸淳吉

霧の中の生命 大谷貴子

霧のむこうのふしぎな町 柏葉幸子

木を植えた男 ジャン・ジオノ

きんいろの木 大谷　美和子

銀河鉄道の夜 宮沢賢治少年少女日本文学
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タイトル サブタイトル 作者シリーズ

銀河鉄道の夜 宮沢賢治宮沢賢治童話全集 11

銀河鉄道をめざして 宮沢賢治の旅 板谷英紀

クオレ エドモンド・デ・アミーチス少年少女世界文学 22

楠木正成 浜野卓也

クマと仙人 ジョン・ヨーマン

クマのプーさん Ａ.Ａ.ミルン／石井桃子訳

クラバート プロイスラー／中村浩三

クリスマスキャロル チャールズ・ディケンズ

クリスマスキャロル チャールズ・ディケンズ少年少女世界文学 7

グリム童話集1 グリム1

車イスから見た街 村田稔

くるみ割り人形とねずみの王様 ホフマン

グレッグのダメ日記５ なんとか、やっていくよ ジェフ・キニーグレッグのダメ日記 5

グレッグのダメ日記７　 どんどん、ひどくなるよ ジェフ・キニーグレッグのダメ日記 7

グレッグのダメ日記1 ジェフ・キニーグレッグのダメ日記 1

グレッグのダメ日記8 わけがわからないよ！ ジェフ・キニーグレッグのダメ日記 8

クレヨン王国　まほうの夏 福永令三

クレヨン王国の赤トンボ 福永令三

クレヨン王国の十二か月 福永令三

クレヨンしんちゃんの宇宙の旅わくわく図鑑 渡部潤一

黒猫・黄金虫 エドガ・アラン・ポー少年少女世界文学 13

黒ねこサンゴロウ旅のつづき3 ほのおをこえて 竹下文子黒ねこサンゴロウ旅 3

黒ねこサンゴロウ旅のつづき4 金の波　銀の風 竹下文子黒ねこサンゴロウ旅 4

黒ねこサンゴロウ旅のつづき5 最後の手紙 竹下文子黒ねこサンゴロウ旅 5

黒魔女さんが通る!! そこにきみがいなかったころの 石崎洋司黒魔女さんが通る!! 0

黒魔女さんが通る!! 5年生は、つらいよ!の巻 石崎洋司黒魔女さんが通る!! 14

黒魔女さんのひなまつり 石崎洋司黒魔女さんが通る!! 15

黒魔女さんのホワイトデー 石崎洋司黒魔女さんが通る!! 16

銀のいす C.S.ルイスナルニア国物語 4

ケーキの妖精　チェリー デイジー・メドウズレインボーマジック 15

夏至祭の女王 ウィリアム・メイン

ゲド戦記 最後の書 ル・グウィンゲド戦記

ゲド戦記Ⅰ 影との戦い ル・グウィンゲド戦記 1

ゲド戦記Ⅱ こわれた腕輪 ル・グウィンゲド戦記 2

ゲド戦記Ⅲ さいはての島 ル・グウィンゲド戦記 3

原子の発見 田中実

源氏物語 学研絵で見る楽しい古 3

賢者のおくりもの O.ヘンリー

ケンの脳外科手術 小野博道

子犬おおそうどう こちら動物のお医者さん　

高速道路に出るおばけ 日本児童文学者協会ほんとうにあったお 1

高度成長以降 水木しげるコミック昭和史 8

講和から復興 水木しげるコミック昭和史 7

木かげに 谷内こうた

黄金蝶ひとり 太田忠司ミステリーランド

ごきげんいかががちょうおくさん ミリアム・クラーク・ポターどうぶつむらのがち 1
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タイトル サブタイトル 作者シリーズ

国際機関ではたらくこと 横田洋三・秋月弘子・富田日本を見る目・世界 1

午後の恐竜 星新一

心があったかくなる話 日本児童文学者協会編

午後六時ののろい 日本児童文学者協会ほんとうにあったお 10

心の底をのぞいたら なだいなだ

心の灯 考古学への情熱 藤森栄一

心のふしぎを見つめて 岡部伊都子

心は高原に ウィリアム・サローヤンショートストーリーズ 3

子鹿物語 マージョリー・キンナン・ロ

古事記 くもん目で見る楽しい古

古事記・風土記1 学研絵で見る楽しい古 1

故事・名言 くもん目で見る楽しい古

古代オリンピックの奇跡 メアリー・ボーブ・オズボーマジックツリーハウ 8

ごたごた気流 星新一

こちら、いじめっ子対さく本部 沖井　千代子

こちら機長席 迫守治

狐笛のかなた 上橋菜穂子

ことしの秋 伊沢由美子

ことばづかい大研究 監修・桜本喜徳・文・笠原おもしろ国語ゼミナ 2

ことばのきまり大研究 監修・桜本喜徳・文・笠原おもしろ国語ゼミナ 1

ことばのはじめ。ことばのふるさと 飛田良文、荒尾槙秀

こども世界の旅 平凡社ジュニア地図帳

こども日本の旅 平凡社ジュニア地図帳

子どもの王様 殊能将之ミステリーランド

子どものための哲学対話 永井均

こども俳句歳時記 監修・桜本喜徳・文・笠原おもしろ国語ゼミナ 8

こども歴史の旅 平凡社ジュニア地図帳

ことわざ絵本 五味太郎

ことわざ辞典 中学チャレンジコミック 福武書店

ことわざ大発見 監修・桜本喜徳・文・笠原おもしろ国語ゼミナ 7

ことわざにうそはない？ 木下哲生ことばの探検 7

5年生の読みもの 椋鳩十

この愛をつかまえて 中川なをみ

この輝かしい日々 ローラ・インガルス・ワイル大きな森の小さな家 7

ゴミ怪獣をやっつけろ 左巻健男地球環境子ども探 1

これからの出来事 星新一

コロボックル物語1 だれも知らない小さな国 佐藤さとるコロボックル物語 1

コロボックル物語2 豆つぶほどの小さないぬ 佐藤さとるコロボックル物語 2

コロボックル物語3 星からおちた小さな人 佐藤さとるコロボックル物語 3

コロボックル物語4 ふしぎな目をした男の子 佐藤さとるコロボックル物語 4

コロンブス 保永貞夫

ごんきつね/夕鶴 新美南吉少年少女日本文学

今昔物語 くもん目で見る楽しい古

今昔物語5 学研絵で見る楽しい古 5

こんな差別が 小林初枝

こんにちはスザンナ ウルズラ・ウェルフェル
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タイトル サブタイトル 作者シリーズ

サアカスの馬/童謡 安岡章太郎その他少年少女日本文学

サイエンスコナン　食べ物の不思議 青山剛昌

西郷隆盛 福田清人

さいごの戦い C.S.ルイスナルニア国物語 7

さいごの戦い C.S.ルイスナルニア国物語 7

斉藤孝のイッキによめる！名作選 小4 斉藤孝斉藤孝のイッキによ

斉藤孝のイッキによめる！名作選 小5 斉藤孝斉藤孝のイッキによ

西遊記 呉承恩

西遊記23 呉承恩

西遊記 呉承恩少年少女世界文学 23

西遊記の旅 菅原篤

サイロのそばで 友田多喜雄

坂本竜馬 砂田弘

ザ・ギバー ロイス・ローリー

作文がすきになる本　3・4年生 柳内達雄

作文なんてカンタンだ! 齋藤孝齋藤孝の「ズバリ!攻

殺意は必ず三度ある 東川篤哉

サッカー入門 小学館

サバンナ決死の横断 メアリー・ボーブ・オズボーマジックツリーハウ 6

サバンナの二つの星 草山万兎

さよならのラブレター 加藤純子

サルカメ合戦 村上公敏

3年Ｂ組金八先生01 十五才の愛 小山内美江子3年Ｂ組金八先生 1

3年Ｂ組金八先生02 いのちの春 小山内美江子3年Ｂ組金八先生 2

3年Ｂ組金八先生03 飛べよ・鳩 小山内美江子3年Ｂ組金八先生 3

3年Ｂ組金八先生04 風の吹く道 小山内美江子3年Ｂ組金八先生 4

3年Ｂ組金八先生05 旅立ちの朝 小山内美江子3年Ｂ組金八先生 5

3年Ｂ組金八先生06 青春の坂道 小山内美江子3年Ｂ組金八先生 6

3年Ｂ組金八先生07 水色の明日 小山内美江子3年Ｂ組金八先生 7

3年Ｂ組金八先生08 愛のポケット 小山内美江子3年Ｂ組金八先生 8

3年Ｂ組金八先生09 さびしい天使 小山内美江子3年Ｂ組金八先生 9

3年Ｂ組金八先生10 友よ・泣くな 小山内美江子3年Ｂ組金八先生 10

3年Ｂ組金八先生11 朝焼けの合唱 小山内美江子3年Ｂ組金八先生 11

3年Ｂ組金八先生12 僕は逃げない 小山内美江子3年Ｂ組金八先生 12

3年Ｂ組金八先生13 春を呼ぶ声 小山内美江子3年Ｂ組金八先生 13

3年Ｂ組金八先生14 道は遠くとも 小山内美江子3年Ｂ組金八先生 14

3年Ｂ組金八先生15 壊れた学級 小山内美江子3年Ｂ組金八先生 15

3年Ｂ組金八先生16 哀しみの仮面 小山内美江子3年Ｂ組金八先生 16

3年Ｂ組金八先生17 冬空に舞う鳥 小山内美江子3年Ｂ組金八先生 17

3年Ｂ組金八先生18 風光る朝に 小山内美江子3年Ｂ組金八先生 18

3月のライオン 1 羽海野チカ

3月のライオン 10 羽海野チカ

3月のライオン 11 羽海野チカ

3月のライオン 12 羽海野チカ

3月のライオン 13 羽海野チカ

3月のライオン 2 羽海野チカ
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タイトル サブタイトル 作者シリーズ

3月のライオン 3 羽海野チカ

3月のライオン 4 羽海野チカ

3月のライオン 5 羽海野チカ

3月のライオン 6 羽海野チカ

3月のライオン 7 羽海野チカ

3月のライオン 8 羽海野チカ

3月のライオン 9 羽海野チカ

サンキュー！おれはわすれない 沢田徳子

三国志 羅貫中

三国志 羅貫中少年少女世界文学 24

珊瑚物語1 僕たちはこの海で出会った 小林深雪珊瑚物語 1

珊瑚物語2 涙の海で眠りましょう 小林深雪珊瑚物語 2

珊瑚物語3 海の上のウェディング 小林深雪珊瑚物語 3

珊瑚物語4 夏の海で恋をしよう 小林深雪珊瑚物語 4

珊瑚物語5 あなたを包む海になりたい 小林深雪珊瑚物語 5

サンコン少年のあふりか物語 オスマン・サンコン

三姉妹探偵団1 赤川次郎三姉妹探偵団 1

三姉妹探偵団2 赤川次郎三姉妹探偵団 2

三姉妹探偵団3 赤川次郎三姉妹探偵団 3

三姉妹探偵団5 赤川次郎三姉妹探偵団 5

三姉妹探偵団6 赤川次郎三姉妹探偵団 6

三姉妹探偵団7 赤川次郎三姉妹探偵団 7

三姉妹探偵団8 赤川次郎三姉妹探偵団 8

三姉妹探偵団9 赤川次郎三姉妹探偵団 9

三銃士 アレクサンドル・デュマ

三銃士 アレクサンドル・デュマ少年少女世界文学 18

三蔵法師インドを行く 菅原篤

サンタが空から落ちてきた コルネーリア・フンケ

ざんねんないきもの事典 今泉忠明

しあわせなちょうちょう イレーナ・エルギェレビチョ

C.W.二コルの自然記 Ｃ.Ｗ.ニコル

C.W.二コルの自然生活 C.W.ニコル

じいと山のコボたち 平方浩介

シートン動物記1 アーネスト・トムソン・シートシートン動物記 1

シートン動物記2 アーネスト・トムソン・シートシートン動物記 2

シートン動物記3 アーネスト・トムソン・シートシートン動物記 3

シェイクスピア物語 ラム

潮騒 三島由紀夫少年少女日本文学

しごとと人生1 松田道雄

しごとと人生2 松田道雄

詩集　おかあさん1 サトウハチロー詩集　おかあさん 1

詩集　おかあさん2 サトウハチロー詩集　おかあさん 2

地震はなぜおこる? 竹内均人類の未来を考え 3

静かに愛が聴こえる 折原みと

しずくの首飾り ジョーン・エイキン

自然はしくみをもっている 今泉吉典人類の未来を考え 9
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タイトル サブタイトル 作者シリーズ

しっぽをかえたウサギ ロバート・ローソン

死神のサイン 日本児童文学者協会ほんとうにあったお 5

詩のわかる本　中学1年 畑島喜久生編

詩のわかる本　中学2年 畑島喜久生編

詩のわかる本　中学3年 畑島喜久生編

ジム・ボタンの機関車大旅行 ミヒャエル・エンデ

シャーロック･ホームズ全集01 緋色の研究 コナン・ドイルシャーロック･ホーム 1

シャーロック･ホームズ全集02 四つの署名 コナン・ドイルシャーロック･ホーム 2

シャーロック･ホームズ全集03 パスカビル家の犬 コナン・ドイルシャーロック･ホーム 3

シャーロック･ホームズ全集04 恐怖の谷 コナン・ドイルシャーロック･ホーム 4

シャーロック･ホームズ全集05 ホームズの冒険上 コナン・ドイルシャーロック･ホーム 5

シャーロック･ホームズ全集06 ホームズの冒険下 コナン・ドイルシャーロック･ホーム 6

シャーロック･ホームズ全集07 ホームズの思い出上 コナン・ドイルシャーロック･ホーム 7

シャーロック･ホームズ全集08 ホームズの思い出下 コナン・ドイルシャーロック･ホーム 8

シャーロック･ホームズ全集09 ホームズの帰還上 コナン・ドイルシャーロック･ホーム 9

シャーロック･ホームズ全集10 ホームズの帰還下 コナン・ドイルシャーロック･ホーム 10

シャーロック･ホームズ全集11 ホームズ最後の挨拶上 コナン・ドイルシャーロック･ホーム 11

シャーロック･ホームズ全集12 ホームズ最後の挨拶下 コナン・ドイルシャーロック･ホーム 12

シャーロック･ホームズ全集13 ホームズの事件簿上 コナン・ドイルシャーロック･ホーム 13

シャーロック･ホームズ全集14 ホームズの事件簿下 コナン・ドイルシャーロック･ホーム 14

シャーロットのおくりもの E.B. ホワイト

社会科資料集　6年 日本標準

ジャガイモの花と実 板倉聖宣

車輪の下 ヘルマン・ヘッセ

ジャングルの掟 メアリー・ボーブ・オズボーマジックツリーハウ 10

十五少年漂流記 ジュール・ベルヌ

十五少年漂流記 ジュール・ベルヌ少年少女世界文学 19

13歳の進路 村上　龍

終戦から朝鮮戦争 水木しげるコミック昭和史 6

シューベルト 塩谷太郎

自由を生きる 江口幹

宿題ひきうけ株式会社 古田足日

10分で読めるお話 三年生 岡信子

10分で読める物語 三年生 青木伸生

ジュニア朝日年鑑1992 社会学習 朝日新聞社ジュニア朝日年鑑1

ジュニア朝日年鑑1992 社会統計 朝日新聞社ジュニア朝日年鑑1

ジュニア朝日年鑑1992 理科 朝日新聞社ジュニア朝日年鑑1

ジュニア世界の国旗図鑑 平凡社

ジュニア版　赤毛のアン ルーシーモード・モンゴメリ

シュバイツァー 山室静

ジュン10歳ちょっと初恋 沢井いづみ

小学ことわざ辞典 福武書店

小学校学習漢字1006字がすべて読める漢字童話 井上憲雄

小公子 フランセス・Ｅ・Ｈ・バーネッ小公子

小公子 フランセス・Ｅ・Ｈ・バーネッ少年少女世界文学 10

小公女 フランセス・Ｅ・Ｈ・バーネッ
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タイトル サブタイトル 作者シリーズ

小公女 バーネットマンガジュニア名作

少女アンネ シュナーベル

聖徳太子 保永貞夫

少年 北杜夫

少年エスパー戦隊 豊田有恒

少年の魔法のつのぶえ ブレンターノ／アルニム

勝負事 菊池寛フジポッド文庫朗読

縄文人の知恵にいどむ 楠本政助

縄文杉に会う 立松和平

昭和の歴史上 くもん目で見る楽しい古

昭和の歴史下 くもん目で見る楽しい古

女王フュテピのなぞ メアリー・ボーブ・オズボーマジックツリーハウ 2

ショートショートの広場09 星新一

食と栄養編 上・中・下巻 日本学校保健会漫画ヘルシー文庫

食と栄養編 上・中・下巻 日本学校保健会監修漫画ヘルシー文庫

ショショ二族の魂 もうひとつのアメリカ開拓史 松島駿二郎

初七日にきたお母さん 日本児童文学者協会ほんとうにあったお 7

ジョニー・ディクソン ミイラと遺書と地下聖堂 ジョン・べレアーズ

調べ学習に役立つ国際理解資料集 渡部淳日本を見る目・世界 8

白雪姫の毒リンゴ事件 笹川ひろし

シルバー湖のほとりで ローラ・インガルス・ワイル

白い町ヒロシマ 木村靖子

次郎物語 下村湖人少年少女日本文学

白旗の少女 比嘉富子

しろばんば 井上靖少年少女日本文学

深海6000ﾒｰﾄﾙの謎にいどむ 小林和男

真実と勇気の記録 宇佐美承

紳士とオバケ氏 たかどのほうこ

新13歳のハローワーク　 村上　龍

新聖書物語 新井智

新世界に学ぶ 福本武久

新花子さんがきた 森京詞姫

人物日本の歴史 大王の時代 児玉幸多人物日本の歴史 3

人物日本の歴史 聖徳太子 児玉幸多人物日本の歴史 4

人物日本の歴史 行基 児玉幸多人物日本の歴史 5

人物日本の歴史 空海 児玉幸多人物日本の歴史 6

人物日本の歴史 平将門 児玉幸多人物日本の歴史 7

人物日本の歴史 紫式部 児玉幸多人物日本の歴史 8

人物日本の歴史 源義経 児玉幸多人物日本の歴史 9

人物日本の歴史 源頼朝 児玉幸多人物日本の歴史 10

人物日本の歴史 悪党の活躍 児玉幸多人物日本の歴史 11

人物日本の歴史 雪舟 児玉幸多人物日本の歴史 12

人物日本の歴史 信玄と謙信 児玉幸多人物日本の歴史 13

人物日本の歴史 織田信長 児玉幸多人物日本の歴史 14

人物日本の歴史 天正少年使節 児玉幸多人物日本の歴史 15

人物日本の歴史 豊臣秀吉 児玉幸多人物日本の歴史 16
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タイトル サブタイトル 作者シリーズ

人物日本の歴史 徳川家康 児玉幸多人物日本の歴史 17

人物日本の歴史 大名の生活 児玉幸多人物日本の歴史 18

人物日本の歴史 松尾芭蕉 児玉幸多人物日本の歴史 19

人物日本の歴史 徳川吉宗 児玉幸多人物日本の歴史 20

人物日本の歴史 農民一揆 児玉幸多人物日本の歴史 21

人物日本の歴史 江戸っ子 児玉幸多人物日本の歴史 22

人物日本の歴史 坂本龍馬 児玉幸多人物日本の歴史 23

人物日本の歴史 西郷隆盛 児玉幸多人物日本の歴史 24

人物日本の歴史 福沢諭吉 児玉幸多人物日本の歴史 25

新聞をつくろう 大沢和子／原正

新聞をつくろう ぼくもわたしも新聞記者 井上英昭学校百科 1

新聞をつくろう できたぼくらの手作り新聞 井上英昭学校百科 2

新聞をつくろう アイデアを生かして楽しい新聞 井上英昭学校百科 3

新聞をつくろう ぼくたちだけの本をつくろう 井上英昭学校百科 4

新聞をつくろう 思い出集めて楽しいアルバム 井上英昭学校百科 5

新編　新しい社会　歴史 文部省検定済教科書

人類最後の日 宮脇昭

人類の起源にいどむ男 A.マラテスタ／R.フリードラ

人類の未来を考える 竹内均人類の未来を考え 12

人類やりなおし装置 岡田淳

スイートリバイバル 花井愛子

水滸伝 施耐庵

水仙月の四日 宮沢賢治フジポッド文庫朗読

ZOO　KEEPER　１ 青木幸子ZOO KEEPER 1

ZOO KEEPER　２ 青木幸子ZOO KEEPER 2

ZOO KEEPER　３ 青木幸子ZOO KEEPER 3

ZOO KEEPER　４ 青木幸子ZOO KEEPER 4

ZOO KEEPER　５ 青木幸子ZOO KEEPER 5

ZOO KEEPER　６ 青木幸子ZOO KEEPER 6

ZOO KEEPER　７ 青木幸子ZOO KEEPER 7

ZOO KEEPER　8 青木幸子ZOO KEEPER 8

すがたをかえる食べもの 石井克枝

鈴の鳴る道 花の詩画集 星野富弘

ズッコケ三人組 TV本番中 那須正幹ズッコケ三人組

ズッコケ三人組 愛の動物記 那須正幹ズッコケ三人組

ズッコケ三人組 山岳救助隊 那須正幹ズッコケ三人組

ズッコケ三人組 死神人形 那須正幹ズッコケ三人組

ズッコケ三人組 修学旅行 那須正幹ズッコケ三人組

ズッコケ三人組 神様体験 那須正幹ズッコケ三人組

ズッコケ三人組 対怪盗Ｘ 那須正幹ズッコケ三人組

ズッコケ三人組 大運動会 那須正幹ズッコケ三人組

ズッコケ三人組 発明狂時代 那須正幹ズッコケ三人組

ズッコケ三人組 未来報告 那須正幹ズッコケ三人組

ズッコケ三人組 妖怪大図鑑 那須正幹ズッコケ三人組

ズッコケ三人組 ミステリーツアー 那須正幹ズッコケ三人組 (新

ズッコケ三人組 学校の怪談 那須正幹ズッコケ三人組 (新
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タイトル サブタイトル 作者シリーズ

ズッコケ三人組 参上!ズッコケ忍者軍団 那須正幹ズッコケ三人組 (新

ズッコケまるひ大作戦 那須正幹

スティーブ・ジョブズ 田中　顕世界の伝記

図と絵でとける応用問題 算数おもしろ攻略 日能研ドラえもんの学習シ

砂の妖精 E・ネズビット

スピート物語 石山光秋

スペインのむかし話 川真田純子　編訳

すみっこ生活 やさぐれマンガ たかはしみきこげぱん

聖剣と海の大蛇 メアリー・ボーブ・オズボーマジックツリーハウ 17

政治のしくみ 藤子・F・不二雄ドラえもん社会ワー

政治のしくみがわかる 社会科おもしろ攻略 日能研ドラえもんの学習シ

生命のなぞをたずねて 寺本英

せいめいのれきし バージニア・リー・バートン

精霊の守り人 上橋菜穂子旅人・守り人シリー

一期一会　世界一のアイツ のぐちふみこ

一期一会　世界一のモテ のぐちふみこ

世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ くさばよしみ

世界の砂漠を緑に 遠山柾雄

世界の名作ミステリー全８作 西東社名探偵の謎とき推

世界の歴史01 古代文明のおこりとﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞに世界の歴史 1

世界の歴史02 ギリシャ文明とペルシア帝国の世界の歴史 2

世界の歴史03 ヘレニズム文明とｱﾚｷｻﾝﾄﾞﾛｽ世界の歴史 3

世界の歴史04 古代中国文明と秦の始皇帝世界の歴史 4

世界の歴史05 ローマの拡大と大将軍カエサ世界の歴史 5

世界の歴史06 激動の東アジアと唐の皇帝玄世界の歴史 6

世界の歴史07 西ﾖｰﾛｯﾊﾟの成立とカール大帝世界の歴史 7

世界の歴史08 ｱｼﾞｱとﾖｰﾛｯﾊﾟの興亡と十字軍世界の歴史 8

世界の歴史09 ﾙﾈｻﾝｽ進航路発見と大航海世界の歴史 9

世界の歴史10 ﾌﾗﾝｽ革命と産業革命軍事の世界の歴史 10

世界の歴史11 ｱﾒﾘｶ独立・南北戦争とﾘﾝｶｰﾝ世界の歴史 11

世界の歴史12 ｱｼﾞｱの植民地化と無抵抗主義世界の歴史 12

世界の歴史13 第一次世界大戦ロシア革命と世界の歴史 13

世界の歴史14 第二次世界大戦と独裁者ヒトラ世界の歴史 14

世界の歴史15 国際連合冷戦の雪解けと輝く世界の歴史 15

世間胸算用 くもん目で見る楽しい古

セロ弾きのゴーシュ 宮沢賢治フジポッド文庫朗読

全国方言たんけん 監修・桜本喜徳・文・笠原おもしろ国語ゼミナ 4

戦場にひびく歌声 メアリー・ボーブ・オズボーマジックツリーハウ 11

戦争のときこどもたっだ 寺井美奈子

創竜伝01 超能力四兄弟 田中芳樹創竜伝 1

創竜伝02 摩天楼の四兄弟 田中芳樹創竜伝 2

創竜伝03 逆襲の四兄弟(ドラゴン) 田中芳樹創竜伝 3

創竜伝04 四兄弟脱出行 田中芳樹創竜伝 4

創竜伝05 蜃気楼都市 田中芳樹創竜伝 5

創竜伝06 染血の夢 田中芳樹創竜伝 6

創竜伝07 黄土のドラゴン 田中芳樹創竜伝 7
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タイトル サブタイトル 作者シリーズ

創竜伝08 仙境のドラゴン 田中芳樹創竜伝 8

続　ざんねんないきもの事典 今泉忠明

空からの手紙 根本順吉

だいじょうぶ3組 乙武 洋匡

大草原の小さな町 ローラ・インガルス・ワイル大きな森の小さな家 6

タイタニック号の悲劇 メアリー・ボーブ・オズボーマジックツリーハウ 9

タイタンの呪い リック・リオーダンパーシージャクソン 3

大地と海と人間 東南アジアをつくった人びと 鶴見良行

台所のマリアさま ルーマ・ゴッテン

第八森の子どもたち エルス・ペルフロム

太平記 くもん目で見る楽しい古

太平洋戦争後半 水木しげるコミック昭和史 5

太平洋戦争前半 水木しげるコミック昭和史 4

タイムマシン アリニール・セルカン

太陽の子 灰谷健次郎

太陽の妖精　ゴールディ デイジー・メドウズレインボーマジック 11

大陸を渡った動物たち 今泉吉典人類の未来を考え 7

たから島 ロバート・ルイス・スチブン

宝島 ロバート・ルイス・スチブン少年少女世界文学 6

たけくらべ/山椒大夫 樋口一葉・森鷗外少年少女日本文学

武田信玄 木暮正夫

竹取物語 くもん目で見る楽しい古

竹取物語 学研絵で見る楽しい古 2

龍の子太郎 松谷みよ子

伊達政宗 浜野卓也

田中正造 砂田弘

たのしいムーミン一家 トーベ・ヤンソン

たのしいムーミン一家1 トーベ・ヤンソンムーミン

たのしくわかる漢字の本1 漢字はことばだ 下村昇たのしくわかる漢字 1

たのしくわかる漢字の本2 絵が字になった 下村昇たのしくわかる漢字 2

たのしくわかる漢字の本3 漢字のよみかた 下村昇たのしくわかる漢字 3

たのしくわかる漢字の本4 漢字をくみあわせる 下村昇たのしくわかる漢字 4

たのしくわかる漢字の本5 へんとつくりってなに？ 下村昇たのしくわかる漢字 5

たのしくわかる漢字の本6 書き順のたのしいおぼえかた 下村昇たのしくわかる漢字 6

たのしくわかる漢字の本7 漢字のおこり 下村昇たのしくわかる漢字 7

たのしくわかる漢字の本8 漢字の話 下村昇たのしくわかる漢字 8

食べものから環境を考える 川口啓明・菊池昌子地球環境子ども探 7

だれもが子供だったころ 内海隆一郎

だれも知らない小さな国 佐藤さとる

ダレン・シャンⅠ ダレン・シャンダレン・シャン 1

ダレン・シャンⅡ ダレン・シャンダレン・シャン 2

ダレン・シャンⅢ ダレン・シャンダレン・シャン 3

ダレン・シャンⅣ ダレン・シャンダレン・シャン 4

ダレン・シャン8 真夜中の同志 ダレン・シャンダレン・シャン 8

太郎物語 曽野綾子

短歌 くもん目で見る楽しい古
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タイトル サブタイトル 作者シリーズ

短歌をつくろう 佐々木幸綱

たんじょう日のプレゼント 寺村輝夫王さまシリーズ 4

ちいさいアカネちゃん 松谷みよ子

小さい牛追い マリー・ハムズン

小さい魔女 オトフリート・プロイスラー

ちいさこべ/山月記 山本周五郎少年少女日本文学

小さな王国　海神丸 谷崎潤一郎 その他少年少女日本文学

小さな魚 エリック・Ｃ・ホガード

チームあかり 吉野万理子チームシリーズ 4

チームあした 吉野万理子チームシリーズ 2

チームつばさ 吉野万理子チームシリーズ 6

チームひとり 吉野万理子チームシリーズ 3

チームふたり 吉野万理子チームシリーズ 1

チームみらい 吉野万理子チームシリーズ 5

力と電気、音、光がわかる 理科おもしろ攻略 日能研ドラえもんの学習シ

地球温暖化問題 小学館

地球は一つの大きな磁石 竹内均人類の未来を考え 2

チキン・リトル アイリーン・トリンブル

ちぐはぐな部品 星新一

地図で知る日本の都道府県 平凡社

父の生き方・母の生き方1 小林亜星　その他もう一度考えたい 1

父の生き方・母の生き方2 太田治子　その他もう一度考えたい 2

父よ母よ 一行詩往信 吉村英夫（撰著）

地と潮の王 末吉暁子

ちはやふる 25 末次由紀ちはやふる 25

ちはやふる 26 末次由紀ちはやふる 26

ちはやふる 27 末次由紀ちはやふる 27

ちはやふる　３４ 末次由紀ちはやふる 34

ちはやふる　３５ 末次由紀ちはやふる 35

ちはやふる01 末次由紀ちはやふる 1

ちはやふる02 末次由紀ちはやふる 2

ちはやふる03 末次由紀ちはやふる 3

ちはやふる04 末次由紀ちはやふる 4

ちはやふる05 末次由紀ちはやふる 5

ちはやふる06 末次由紀ちはやふる 6

ちはやふる07 末次由紀ちはやふる 7

ちはやふる08 末次由紀ちはやふる 8

ちはやふる09 末次由紀ちはやふる 9

ちはやふる10 末次由紀ちはやふる 10

ちはやふる11 末次由紀ちはやふる 11

ちはやふる12 末次由紀ちはやふる 12

ちはやふる13 末次由紀ちはやふる 13

ちはやふる14 末次由紀ちはやふる 14

ちはやふる15 末次由紀ちはやふる 15

ちはやふる16 末次由紀ちはやふる 16

ちはやふる17 末次由紀ちはやふる 17
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タイトル サブタイトル 作者シリーズ

ちはやふる18 末次由紀ちはやふる 18

ちはやふる19 末次由紀ちはやふる 19

ちはやふる20 末次由紀ちはやふる 20

ちはやふる21 末次由紀ちはやふる 21

ちはやふる22 末次由紀ちはやふる 22

ちはやふる23 末次由紀ちはやふる 23

ちはやふる 24 末次由紀ちはやふる 24

ちはやふる28 末次由紀ちはやふる 28

ちはやふる29 末次由紀ちはやふる 29

ちはやふる30 末次由紀ちはやふる 30

ちはやふる３２ 末次由紀

ちはやふる３３ 末次由紀

ちびねこトムの大冒険 飯野真澄

ちびまる子ちゃん１ さくらももこちびまる子ちゃん 1

ちびまる子ちゃん１０ さくらももこちびまる子ちゃん

ちびまる子ちゃん２ さくらももこちびまる子ちゃん 2

ちびまる子ちゃん３ さくらももこちびまる子ちゃん

ちびまる子ちゃん４ さくらももこちびまる子ちゃん

ちびまる子ちゃん５ さくらももこちびまる子ちゃん

ちびまる子ちゃん６ さくらももこちびまる子ちゃん

ちびまる子ちゃん７ さくらももこちびまる子ちゃん

ちびまる子ちゃん８ さくらももこちびまる子ちゃん

ちびまる子ちゃん９ さくらももこちびまる子ちゃん

ちびまるこちゃんの暗誦百人一首 米川 千嘉子ちびまるこちゃんシ

ちびまるこちゃんの慣用句教室 慣用句新聞入り 川嶋 優ちびまるこちゃんシ

ちびまる子ちゃんの敬語教室 関根健一

ちびまるこちゃんの語源教室 荒尾 禎秀ちびまるこちゃんシ

ちびまるこちゃんのことわざ教室 さくらももこちびまるこちゃんシ

ちびまるこちゃんの続ことわざ教室 時田 昌瑞ちびまるこちゃんシ

ちびまるこちゃんのなぞなぞ 3年生 上田みるこ/フォルスタッフちびまるこちゃんシ

ちびまるこちゃんの俳句教室 俳人の伝説まんが入り 夏石 番矢ちびまるこちゃんシ

ちびまるこちゃんの表現力をつけることば教室 貝田 桃子ちびまるこちゃんシ

ちびまるこちゃんの四字熟語教室 ことば遊新聞入り 川嶋 優ちびまるこちゃんシ

ちびまるこちゃんの春夏秋冬教室 さくらももこちびまるこちゃんシ

チャイコフスキー 野村光一

チャレンジ!漢字遊び 監修・桜本喜徳・文・笠原おもしろ国語ゼミナ 10

チャレンジ!ことば遊び 監修・桜本喜徳・文・笠原おもしろ国語ゼミナ 9

中学生のための詩の創作 畑島喜久生編

中学校社会科地図 帝国書院編集部編

中世の武家と農民 北山茂夫

注文の多い料理店 宮沢賢治宮沢賢治童話全集 4

チョコレートゲーム 岡嶋二人

チョコレート戦争 大石真

チョコレート戦争 大石真

ちょっとエスパー三人組2 ミス学園と殺人コンテスト くらしき里央ちょっとエスパー三 2

チンパンジーを追って 伊谷純一郎

2019年5月2日 P. 18 / 37B
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沈黙の森 エミリー・ロッダデルトラ・クエスト 1

ついてくるひとだま 日本児童文学者協会ほんとうにあったお 2

ツキノワグマ物語 高橋喜平

月魔法 わたりむつこ

月をかじる犬 君島久子

土のふしぎな力を育てよう. 山岡寛人地球環境子ども探 6

つづきの図書館 柏葉幸子

釣りキチ三平 矢口高雄海釣りSELECTION 1

釣りキチ三平　０１ アユ釣り編 矢口高雄釣りキチ三平 1

釣りキチ三平　０２ フナ釣り編 矢口高雄釣りキチ三平 2

釣りキチ三平 渓流釣り編 矢口高雄釣りキチ三平 3

釣りキチ三平　作者自選集 矢口高雄

釣りの夢　魚の夢 森秀人

つるばら村のパン屋さん  茂市 久美子

徒然草 くもん目で見る楽しい古

ディズニー 三浦清史

ティナのおるすばん イリーナ・コルシュノフ

デザインのたのしみ 日野永一

手品・奇術入門 岡田康彦

手塚治虫 中尾明

手塚治虫　The Best　16 手塚治虫手塚治虫　The Bes 16

鉄腕アトム　第１集 手塚治虫

鉄腕アトム　第５集 手塚治虫

鉄腕アトム　第３集 手塚治虫

鉄腕アトム　第７集 手塚治虫

鉄腕アトム　第２集 手塚治虫

鉄腕アトム　第４集 手塚治虫

鉄腕アトム　第６集 手塚治虫

手袋を買いに 新美南吉フジポッド文庫朗読

デモナータ　07幕 死の影 ダレン・シャンデモナータ 7

デモナータ　08幕 狼島 ダレン・シャンデモナータ 8

デモナータ　09幕 暗黒のよび声 ダレン・シャンデモナータ 9

デモナータ　10幕 地獄の英雄たち ダレン・シャンデモナータ 10

デモナータ　悪魔の盗人 Darren Shanデモナータ 2

デモナータ　悪魔の黙示録 Darren Shanデモナータ 6

デモナータ　スローター Darren Shanデモナータ 3

デモナータ　血の呪い Darren Shanデモナータ 5

デモナータ　ベック Darren Shanデモナータ 4

デモナータ　ロード・ロス Darren Shanデモナータ 1

デュナン 那須田稔

伝説の怪物 クレシッダ・コーウェルヒックとドラゴン 1

てんからどどん 魚住直子

転校生とまぼろしの蝶 当原珠樹

点子ちゃんとアントン エーリヒ・ケストナー作・高

天才ファミリー・カンパニー 1 二ノ宮知子天才ファミリー・カン 1

天才ファミリー・カンパニー 2 二ノ宮知子天才ファミリー・カン 2
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天才ファミリー・カンパニー 3 二ノ宮知子天才ファミリー・カン 3

天才ファミリー・カンパニー 4 二ノ宮知子天才ファミリー・カン 4

天才ファミリー・カンパニー 5 二ノ宮知子天才ファミリー・カン 5

天才ファミリー・カンパニー 6 二ノ宮知子天才ファミリー・カン 6

天井うらのふしぎな友だち 柏葉幸子

現代児童文学傑作選1 与田準一その他少年少女日本文学 1

現代児童文学傑作選2 安藤美紀夫少年少女日本文学 2

天と地の守り人1 ロタ王国編 上橋菜穂子旅人・守り人シリー 1

天と地の守り人2 カンバル王国編 上橋菜穂子旅人・守り人シリー 2

天と地の守り人3 新ヨゴ皇国編 上橋菜穂子旅人・守り人シリー 3

天文台日記 石田五郎

東海道中膝栗毛 くもん目で見る楽しい古

東海道膝栗毛 学研絵で見る楽しい古 8

どうかしてるよ！ ジェフ・キニーグレッグのダメ日記 6

盗賊会社 星新一

東南アジアぼくらの隣人たち 小泉允雄／村上公敏

動物と話せる少女リリアーネ1 動物園は大さわぎ！ タニヤ・シュテーブナー動物と話せる少女リ 1

動物のお医者さん 1 佐々木倫子動物のお医者さん 1

動物のお医者さん 10 佐々木倫子動物のお医者さん 10

動物のお医者さん 11 佐々木倫子動物のお医者さん 11

動物のお医者さん 12 佐々木倫子動物のお医者さん 12

動物のお医者さん 2 佐々木倫子動物のお医者さん 2

動物のお医者さん 3 佐々木倫子動物のお医者さん 3

動物のお医者さん 4 佐々木倫子動物のお医者さん 4

動物のお医者さん 5 佐々木倫子動物のお医者さん 5

動物のお医者さん 6 佐々木倫子動物のお医者さん 6

動物のお医者さん 7 佐々木倫子動物のお医者さん 7

動物のお医者さん 8 佐々木倫子動物のお医者さん 8

動物のお医者さん 9 佐々木倫子動物のお医者さん 9

時の石 那須正幹

時の輝き2 折原みと

時をこえてスクランブル 竹内とも代

徳川家康 松本清張

徳川光圀 鈴木俊平

どくとるマンボウ昆虫記 北杜夫

毒もみのすきな署長さん 宮沢賢治フジポッド文庫朗読

トロッコ・鼻 芥川龍之介少年少女日本文学

年をとったワニの話 レオポルド・ショヴォー

ドッカンぐらぐら 兵庫県国語教育連盟

利根川物語 高橋裕

飛ぶ教室 エーリッヒ・ケストナー

飛ぶ教室 エーリッヒ・ケストナー少年少女世界文学 15

トム・ソーヤーの冒険 マーク・トウェイン小学館世界の名作 9

トム･ソーヤーの冒険 マーク・トウェーン少年少女世界文学 11

トム･ソーヤーの冒険 マーク・トウェーン

トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス
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豊臣秀吉 岡田章雄

豊臣秀吉 岡田章雄

ドラえもん なんでもそろうよ　未来デパー 藤子不二雄

ドラえもん 35 藤子・F・不二雄ドラえもん 35

ドラえもん１０ 藤子・F・不二雄

ドラえもん１１ 藤子・F・不二雄

ドラえもん１２ 藤子・F・不二雄

ドラえもん２７ 藤子・F・不二雄

ドラえもん２９ 藤子・F・不二雄

ドラえもん３７ 藤子・F・不二雄

ドラえもん４０ 藤子・F・不二雄

ドラえもん５ 藤子・F・不二雄

ドラえもん９ 藤子・F・不二雄

ドラえもんのクイズ！語源まんが事典 谷脇理史ドラえもん

ドラえもん世界の不思議大探検 小学館ドラえもん

ドラえもん名言･格言･まんが事典 谷脇理史ドラえもん

ドラゴンと魔法の水 メアリー・ボーブ・オズボーマジックツリーハウ 15

ドラゴンライダー01 エラゴン　遺志を継ぐもの クリストファー・パオリーニドラゴンライダー 1

ドラゴンライダー02 エラゴン　遺志を継ぐもの クリストファー・パオリーニドラゴンライダー 2

ドラゴンライダー03 エラゴン　遺志を継ぐもの クリストファー・パオリーニドラゴンライダー 3

ドラゴンライダー04 エルデスト　宿命の赤き翼 クリストファー・パオリーニドラゴンライダー 4

ドラゴンライダー05 エルデスト　宿命の赤き翼 クリストファー・パオリーニドラゴンライダー 5

ドラゴンライダー06 エルデスト　宿命の赤き翼 クリストファー・パオリーニドラゴンライダー 6

トランプのたのしみ 松田道弘

ドリームバスター 宮部みゆき1

ドリームバスター2 宮部みゆき2

ドリトル先生アフリカゆき ヒュー・ロフティングドリトル先生 1

ドリトル先生航海記 ヒュー・ロフティングドリトル先生 2

ドリトル先生月から帰る ヒュー・ロフティングドリトル先生 9

ドリトル先生月へ行く ヒュー・ロフティングドリトル先生 8

ドリトル先生と月からの使い ヒュー・ロフティングドリトル先生 7

ドリトル先生と秘密の湖上 ヒュー・ロフティングドリトル先生

ドリトル先生と秘密の湖上 ヒュー・ロフティングドリトル先生 10

ドリトル先生と秘密の湖下 ヒュー・ロフティングドリトル先生

ドリトル先生と秘密の湖下 ヒュー・ロフティングドリトル先生 10

ドリトル先生と緑のカナリア ヒュー・ロフティングドリトル先生 11

ドリトル先生のキャラバン ヒュー・ロフティングドリトル先生 6

ドリトル先生のサーカス ヒュー・ロフティングドリトル先生 4

ドリトル先生の楽しい家 ヒュー・ロフティングドリトル先生 12

ドリトル先生の動物園 ヒュー・ロフティングドリトル先生 5

ドリトル先生の郵便局 ヒュー・ロフティングドリトル先生 3

ドリトル先生物語全集 ドリトル先生の郵便局 ロフティング

ドルイドの歌 O.R.メリング

どろぼうの神さま コルネーリア・フンケ

ドン・キホーテ ﾐゲル＝デ＝セルバンテス少年少女世界文学 21

ドン・キホーテ セルバンテス
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ドン・キホーテ ミゲル・デ・セルバンテス少年少女世界文学 21

どんぐりと山ねこ 宮沢賢治宮沢賢治童話全集 3

とんでもないよ ジェフ・キニーグレッグのダメ日記 9

ナイチンゲール 重兼芳子少年少女伝記文学 12

ながいながいペンギンの話 いぬいとみこ

長くつしたのピッピ アストリッド・リンドグレーン

長くつ下のピッピ アストリッド・リンドグレーン

長くつ下のピッピ アストリッド・リンドグレーン長くつしたのピッピ

長くつ下のピッピ アストリッド・リンドグレーン長くつしたのピッピ

長ぐつをはいたねこ ぺロウ

中浜万次郎 春名徹

嘆きの湖 エミリー・ロッダデルトラ・クエスト 2

なげやり生活 やさぐれマンガ たかはしみきこげぱん

なぜ？どうして？科学のお話3年生 大山光晴

なぜ？どうして？科学のお話4年生 大山光晴

なぜ？どうして？４年生 大野正人科学のふしぎ

ねぜなに大語源 監修・桜本喜徳・文・笠原おもしろ国語ゼミナ 6

謎のメールレストラン 松谷みよ子怪談レストラン 36

アカネちゃんとお客さんのパパ 松谷みよ子モモちゃんとアカネ 5

夏目漱石 西本鶏介

七つの恐怖物語 坂崎麻子

七不思議レストラン 松谷みよ子怪談レストラン 17

なによりも大切なこと (心の友だち) あさのあつこ

菜の子先生はどこへ行く？ 富安陽子

ナポレオン 那須辰造

ナマイキＢＯＹになげキッス 塩沢千絵

なめこでわかる名作文学１ 小鳩まりなめこ文學全集 1

なめこでわかる名作文学２ 小鳩まりなめこ文學全集 2

なめこでわかる名作文学３ 小鳩まりなめこ文學全集 3

なめとこ山の熊 宮沢賢治フジポッド文庫朗読

なりそこない王子 星新一

NARUTO -ナルト- 1 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 10 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 11 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 12 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 13 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 14 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 15 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 16 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 17 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 18 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 19 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 2 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 20 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 21 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 22 岸本斉史
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NARUTO -ナルト- 23 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 24 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 25 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 26 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 27 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 28 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 29 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 3 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 30 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 31 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 32 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 33 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 34 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 35 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 36 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 37 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 38 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 39 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 4 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 40 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 41 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 42 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 43 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 44 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 45 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 46 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 47 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 48 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 49 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 5 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 50 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 51 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 52 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 53 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 54 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 55 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 56 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 57 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 58 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 59 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 6 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 60 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 61 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 62 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 63 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 64 岸本斉史
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NARUTO -ナルト- 65 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 66 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 67 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 68 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 69 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 7 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 70 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 71 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 72 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 8 岸本斉史

NARUTO -ナルト- 9 岸本斉史

ナイチンゲール 村岡花子

新美南吉童話集 新美南吉

新美南吉童話全集 新美南吉

にげだしたいよ！ ジェフ・キニーグレッグのダメ日記 12

虹の谷のアン ルーシーモード・モンゴメリ赤毛のアン 9

西の魔女が死んだ 梨木香歩

21世紀こども百科 小学館

二十四の瞳 壺井栄少年少女日本文学

日蓮 紀野一義

日中全面戦争～太平洋戦争開始 水木しげるコミック昭和史 3

ニッポン在住ハーフな私の切実で笑える100のモ サンドラ・ヘフェリン

新渡戸稲造 保永貞夫

2年2組はヒヨコのクラス 山下夕美子

二分間の冒険 岡田淳

日本語にはどうして敬語が多いの 浅田秀子ことばの探検 6

日本語は世界一むずかしいことば？ 吉田智行

日本史との出会い 秦恒平

日本人の神さま 戸井田道三

日本人のくらし 小西聖一くらべてみよう100年 1

日本で「外国人」として暮す 朴一・寺島・ジェーン・ター日本を見る目・世界 2

日本で「外国人」として暮らすこと 朴一日本を見る目・世界 2

日本と国際社会 藤子・F・不二雄ドラえもん社会ワー

日本と世界の学校 古家淳・矢吹藍子・劉静日本を見る目・世界 4

日本の子ども 小西聖一くらべてみよう100年 2

日本のむかしばなし 瀬田貞二

日本の文字のふしぎふしぎ 古藤友子ことばの探検 8

日本の歴史01 日本の誕生―旧石器(岩宿)・ 児玉幸多日本の歴史 1

日本の歴史02 飛鳥の朝廷―古墳(大和)時代 児玉幸多日本の歴史 2

日本の歴史03 奈良の都―奈良時代 児玉幸多日本の歴史 3

日本の歴史04 平安京の人びと―平安時代前 児玉幸多日本の歴史 4

日本の歴史05 貴族のさかえ―平安時代中期 児玉幸多日本の歴史 5

日本の歴史06 源平の戦い―平安時代末期 児玉幸多日本の歴史 6

日本の歴史07 鎌倉幕府の成立―鎌倉時代 児玉幸多日本の歴史 7

日本の歴史08 南朝と北朝―南北朝時代・室 児玉幸多日本の歴史 8

日本の歴史09 立ちあがる民衆―室町時代後 児玉幸多日本の歴史 9
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日本の歴史10 戦国大名の争い―戦国時代 児玉幸多日本の歴史 10

日本の歴史11 天下の統一―安土桃山時代 児玉幸多日本の歴史 11

日本の歴史12 江戸幕府ひらく―江戸時代初 児玉幸多日本の歴史 12

日本の歴史13 士農工商―江戸時代前期 児玉幸多日本の歴史 13

日本の歴史14 幕府の改革―江戸時代中期 児玉幸多日本の歴史 14

日本の歴史15 ゆきづまる幕府―江戸時代後 児玉幸多日本の歴史 15

日本の歴史16 幕末の風雲―江戸時代末期 児玉幸多日本の歴史 16

日本の歴史17 明治維新―明治時代前期 児玉幸多日本の歴史 17

日本の歴史18 近代国家の発展―明治時代 児玉幸多日本の歴史 18

日本の歴史19 戦争への道―大正時代・昭和 児玉幸多日本の歴史 19

日本の歴史20 アジアと太平洋の戦い―昭和 児玉幸多日本の歴史 20

日本の歴史別02 史跡・資料館事典 児玉幸多日本の歴史 2

日本の歴史別巻01 日本の誕生 児玉幸多日本の歴史 1

日本のわらい話 川崎大治

ニュートン 斎藤晴輝

ニルスのふしぎな旅 セルマ・ラーゲルレフ

ニルスのふしぎな旅１ ラーゲルレーヴ

人形は笑わない はやみねかおる名探偵夢水清志郎 11

人間になりたがった猫 ロイド・アリグザンダー

ネコのドクター小麦島の冒険 南部和也

ネズミが地球を征服する 日高敏隆

ネズミの街 エミリー・ロッダデルトラ・クエスト 3

熱風大陸 椎名誠

ねらわれた星 星新一

ノーベル 大野進

野菊の墓 伊藤左千夫まんが日本の文学

野口英世 滑川道夫

のだめカンタービレ 1 二ノ宮智子のだめカンタービレ 1

のだめカンタービレ 10 二ノ宮智子のだめカンタービレ 10

のだめカンタービレ 11 二ノ宮智子のだめカンタービレ 11

のだめカンタービレ 12 二ノ宮智子のだめカンタービレ 12

のだめカンタービレ 13 二ノ宮智子のだめカンタービレ 13

のだめカンタービレ 14 二ノ宮智子のだめカンタービレ 14

のだめカンタービレ 15 二ノ宮智子のだめカンタービレ 15

のだめカンタービレ 16 二ノ宮智子のだめカンタービレ 16

のだめカンタービレ 17 二ノ宮知子のだめカンタービレ 17

のだめカンタービレ 18 二ノ宮知子のだめカンタービレ 18

のだめカンタービレ 19 二ノ宮知子のだめカンタービレ 19

のだめカンタービレ 2 二ノ宮智子のだめカンタービレ 2

のだめカンタービレ 20 二ノ宮知子のだめカンタービレ 20

のだめカンタービレ 21 二ノ宮知子のだめカンタービレ 21

のだめカンタービレ 22 二ノ宮知子のだめカンタービレ 22

のだめカンタービレ 23 二ノ宮知子のだめカンタービレ 23

のだめカンタービレ 24 二ノ宮知子のだめカンタービレ 24

のだめカンタービレ 25 二ノ宮知子のだめカンタービレ 25

のだめカンタービレ 3 二ノ宮智子のだめカンタービレ 3

2019年5月2日 P. 25 / 37B



タイトル サブタイトル 作者シリーズ

のだめカンタービレ 4 二ノ宮智子のだめカンタービレ 4

のだめカンタービレ 5 二ノ宮智子のだめカンタービレ 5

のだめカンタービレ 6 二ノ宮智子のだめカンタービレ 6

のだめカンタービレ 7 二ノ宮智子のだめカンタービレ 7

のだめカンタービレ 8 二ノ宮智子のだめカンタービレ 8

のだめカンタービレ 9 二ノ宮智子のだめカンタービレ 9

のっぽのサラ パトリシア・マクラクラン

のどしろの海 奥山かずお

ののちゃん１ いしいひさいち

ののちゃん２ いしいひさいち

のび太とアニマル惑星 藤子・F.不二雄大長編ドラえもん 10

のび太と銀河超特急 藤子・F.不二雄大長編ドラえもん 16

のび太と銀河超特急 藤子・F・不二雄大長編ドラえもん 16

のび太と雲の王国 藤子・F.不二雄大長編ドラえもん 12

のび太と鉄人兵団 藤子・F.不二雄大長編ドラえもん 7

のび太とブリキの迷宮 藤子・F・不二雄大長編ドラえもん 13

のび太と夢幻三剣士 藤子・F.不二雄大長編ドラえもん 14

のび太と竜の騎士 藤子・F.不二雄大長編ドラえもん 8

のび太の宇宙開拓史 藤子不二雄大長編ドラえもん 2

のび太の宇宙漂流記 藤子・F・不二雄大長編ドラえもん 19

のび太の海底鬼岩城 藤子・F.不二雄大長編ドラえもん 4

のび太の恐竜 藤子・F・不二雄大長編ドラえもん 1

のび太の大魔境 藤子・F.不二雄大長編ドラえもん 3

のび太の太陽王伝説 藤子・F・不二雄大長編ドラえもん 20

のび太のドラビアンナイト 藤子・F.不二雄大長編ドラえもん 11

のび太の南海大冒険 藤子・F・不二雄大長編ドラえもん 18

のび太の日本誕生 藤子・F.不二雄大長編ドラえもん 9

のび太の魔界大冒険 藤子不二雄大長編ドラえもん 5

のび太の宇宙小戦争 藤子・F.不二雄大長編ドラえもん 6

野良ネコ大将 那須正幹

呪いの指紋 江戸川乱歩

のんのんばあとオレ 水木しげ子

ノンフィクション名作選 向田邦子 その他少年少女日本文学

パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々 盗まれた雷撃 リック・リオーダンパーシー・ジャクソ 1

パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々 魔界の冒険 リック・リオーダンパーシー・ジャクソ 2

俳句 くもん目で見る楽しい古

俳句いきなり入門 千野帽子

俳句をつくろう 藤井圀彦

ハウルの動く城1 魔法使いハウルと火の悪魔 ダイアナ･ウィン･ジョーンズハウルの動く城 1

ハウルの動く城2 アブダラと空飛ぶ絨毯 ダイアナ･ウィン･ジョーンズハウルの動く城 2

バカ姉弟 安達哲1

バカ姉弟 安達哲2

バカ姉弟 安達哲3

バカ姉弟 安達哲4

バカ姉弟 安達哲5

化け猫レストラン 松谷みよ子怪談レストラン 2
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箱舟からの祈り C.B.deガストルド

はこ舟の仲間たち 今村葦子

はじめてのおこづかい 生源寺美子

はじめてのプログラミング 橋爪香織

走れメロス 太宰治

走れメロス 太宰治フジポッド文庫朗読

走れメロス/山椒魚 太宰治　その他少年少女日本文学

バスケットボールを始める人のために 手塚政則

パスワードはひみつ 松原秀行

パスワード幽霊ツアー パソコン通信探偵団事件ノート 松原秀行パソコン通信探偵 13

裸川 太宰治フジポッド文庫朗読

裸のダルシン C.W　ニコル

はだしのゲン01 中沢啓治はだしのゲン 1

はだしのゲン02 中沢啓治はだしのゲン 2

はだしのゲン06 中沢啓治はだしのゲン 6

はだしのゲン09 中沢啓治はだしのゲン 9

はだしのゲン10 中沢啓治はだしのゲン 10

はだしのゲン 3 中沢啓治はだしのゲン 3

はだしのゲン 4 中沢啓治はだしのゲン 4

はだしのゲン 5 中沢啓治はだしのゲン 5

はだしのゲン 7 中沢啓治はだしのゲン 7

はだしのゲン 8 中沢啓治はだしのゲン 8

初恋ウォッチング 薫くみ子他朝の読み物短編集 5

葉っぱのフレディ レオ・バスカーリア

ハッピーバースデー 命かがやく瞬間 青木和雄

鼻 芥川龍之介フジポッド文庫朗読

話してみようよ！ 鶴田洋子

はなはなみんみ物語 わたりむつこ

花豆の煮えるまで 安房直子

花ものがたり　春 立原えりか花ものがたり 1

花ものがたり　夏 立原えりか花ものがたり 2

花ものがたり　秋 立原えりか花ものがたり 3

花ものがたり　冬 立原えりか花ものがたり 4

パノラマ大宇宙 こども惑星の旅 平凡社パノラマ大宇宙

パノラマ大宇宙 銀河の旅 平凡社パノラマ大宇宙

はばたけ千羽鶴 豊田清史

母六夜/おじさんの話 大岡昇平/中野繁治少年少女日本文学

ハヤ号セイ川をいく フィリパ・ピアス

林家木久蔵の子ども落語その1 お殿さま、おさむらい編 林家木久蔵林家木久蔵の子ど 1

林家木久蔵の子ども落語その5 まぬけな人たち編 林家木久蔵林家木久蔵の子ど 5

林家木久蔵の子ども落語その6 おさわがせな人たち編 林家木久蔵林家木久蔵の子ど 6

早わかり将棋なんでも入門 原田泰夫

ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 J.K.ローリングハリー・ポッター 3

ハリー・ポッターと賢者の石 J.K.ローリングハリー・ポッター 1

ハリー・ポッターと賢者の石 J.K.ローリングハリー・ポッター 1

ハリー・ポッターと死の秘宝下 J.K.ローリングハリー・ポッター 7
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ハリー・ポッターと死の秘宝上 J.K.ローリングハリー・ポッター 7

ハリー・ポッターと謎のプリンス上 J.K.ローリングハリー・ポッター 6

ハリー・ポッターと謎のプリンス下 J.K.ローリングハリー・ポッター 6

ハリー・ポッターと秘密の部屋 J.K.ローリングハリー・ポッター 2

ハリー・ポッターと秘密の部屋 J.K.ローリングハリー・ポッター 2

ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団上 J.K.ローリングハリー・ポッター 5

ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団下 J.K.ローリングハリー・ポッター 5

ハリー・ポッターと炎のゴブレット上 J.K.ローリングハリー・ポッター 4

ハリー・ポッターと炎のゴブレット下 J.K.ローリングハリー・ポッター 4

貼り薬のひみつ学研まんがでよくわ 98

バルセロナ石彫り修行 外尾悦郎

ハワイ伝説の大津波 メアリー・ボーブ・オズボーマジックツリーハウ 14

犯人追跡はデュエットで 田原一朗

バンビ/雨姫さま Ｆ.ザルテン世界名作童話全集

ヒース咲く丘のホスピスから レナーテ・ヴェルシュ

ピーターパン ジェームス・バリ

ひかりの星 浜田廣介

ヒカルの碁 1 小畑健ヒカルの碁 1

ヒカルの碁 2 小畑健ヒカルの碁 2

ヒカルの碁 3 小畑健ヒカルの碁 3

ヒカルの碁 4 小畑健ヒカルの碁 4

ヒカルの碁 10 ほったゆみヒカルの碁 10

ヒカルの碁 11 ほったゆみヒカルの碁 11

ヒカルの碁 12 ほったゆみヒカルの碁 12

ヒカルの碁 8 ほったゆみヒカルの碁 8

ヒカルの碁 9 ほったゆみヒカルの碁 9

ヒカルの碁 5 ほったゆみヒカルの碁 5

ヒカルの碁 6 ほったゆみヒカルの碁 6

ヒカルの碁 7 ほったゆみヒカルの碁 7

左手のパズル 萩尾望都

ピッピ船にのる リンドグレーン長くつしたのピッピ

ピッピ南の島へ リンドグレーン長くつしたのピッピ

ひとが生まれる 五人の日本人の肖像 鶴見俊輔

人食い花レストラン 松谷みよ子怪談レストラン 37

人になりそこねたロバ タゴール暎子

ひとり立への旅 ある絵かきの誕生 佐伯和子

ひとりぼっちの子ザル 松岡史朗

火のくつと風のサンダル ウルズラ=ウェルフェル

火の鳥　１ 黎明編 手塚治虫

火の鳥　９ 宇宙・生命編 手塚治虫

火の鳥　５ 復活・羽衣編 手塚治虫

火の鳥　３ ヤマト異形編 手塚治虫

火の鳥　１０ 太陽編　(上) 手塚治虫

火の鳥　１１ 太陽編(中) 手塚治虫

火の鳥　１３ ギリシャ・ローマ編 手塚治虫

火の鳥　１２ 太陽編(下) 手塚治虫
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火の鳥　７ 乱世編(上) 手塚治虫

火の鳥　２ 未来編 手塚治虫

火の鳥　８ 乱世編(下) 手塚治虫

火の鳥　４ 鳳凰編 手塚治虫

火の鳥　６ 望郷編 手塚治虫

非・バランス 魚住直子

秘密のとびらレストラン 松谷みよ子怪談レストラン 39

秘密の花園上 フランセス・Ｅ・Ｈ・バーネッ

秘密の花園下 フランセス・バーネット

百人一首をおぼえよう 佐々木幸綱

100の扉　1　 N.D.ウィルソン100の扉 1

100の扉　2 タンポポの炎　下 N.D.ウィルソン100の扉 2

100の扉　2 タンポポの炎　上 N.D.ウィルソン100の扉 2

びりっかすの神さま 岡田淳

びりっかすの神さま 岡田淳

ビルマの竪琴 竹山道雄

ビルマの竪琴 竹山道雄少年少女日本文学

ファーブル昆虫記 アンリ・ファーブル

ファーブルの昆虫記 アンリ・ファーブル子どものための世

ファスナーのひみつ学研まんがでよくわ 92

プゥ一等あげます 灰谷健次郎

ブーゲンビリアの咲く町で 山田もと

風力鉄道に乗って 斉藤洋

ぶきみな音レストラン 松谷みよ子怪談レストラン 38

福沢諭吉 高山毅

フグと低気圧 椎名誠

ふしぎ駄菓子屋　銭天堂 廣嶋玲子

ふしぎ駄菓子屋　銭天堂　５ 廣嶋玲子

ふしぎ駄菓子屋　銭天堂　４ 廣嶋玲子

ふしぎ駄菓子屋　銭天堂２ 廣嶋玲子

ふしぎ駄菓子屋銭天堂１０ 廣嶋玲子

ふしぎだがしや銭天堂３ 廣嶋玲子

ふしぎ駄菓子屋銭天堂６ 廣嶋玲子

ふしぎ駄菓子屋銭天堂７ 廣嶋玲子

ふしぎ駄菓子屋銭天堂８ 廣嶋玲子

ふしぎ駄菓子屋銭天堂９ 廣嶋玲子

不思議な石と魚の島 椋鳩十

ふしぎの国のアリス ルイス・キャロル

ふた子の星 宮沢賢治宮沢賢治童話全集 2

ぶたのフレディ名探偵 W.ブルックス青い海シリーズ 13

ふたりのロッテ エーリヒ・ケストナー作・高

プチ・二コラ 二コラと仲間たち ゴシニ

冬の眠りからさめて 今泉吉典人類の未来を考え 8

フラワー・ベイビー アン･ファイン

フランダースの犬 ウィーダ

フリーク・ザ・マイティ ロッドマン・フィルブルック
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ブリットーマリはただいま幸せ アストリッド・ﾘﾝﾄﾞｸﾞﾚｰﾝ

不良少女とよばれて 原笙

不良少年物語 佐藤忠男

ふるさと/野菊の墓 島崎藤村少年少女日本文学

ふれあいの手話1 身近なものを表現してみよう 丸山浩路・山口万里子ふれあいの手話 1

ふれあいの手話2 あいさつをしてみよう 丸山浩路・山口万里子ふれあいの手話 2

ふれあいの手話3 自分の気持ちを伝えよう 丸山浩路・山口万里子ふれあいの手話 3

ふれあいの手話4 たずねる表現を覚えよう 丸山浩路・山口万里子ふれあいの手話 4

ブレイブストーリー上 宮部みゆき

ブレイブストーリー下 宮部みゆき

ブンとフン 井上ひさし

平家物語 学研絵で見る楽しい古 6

平家物語上 横山光輝

平家物語中 横山光輝

平家物語下 横山光輝

ベートーベン 高木卓

ベーブ・ルース 久米元一

ヘレン･ケラー自伝 ヘレン・ケラー/今西祐子

弁護士のひみつ おがたたかはる学研まんがでよくわ 6

へんな怪獣 星新一

ポアンアンのにおい 岡田淳

ほうかご探偵隊 倉知淳ミステリーランド

放課後の時間割 岡田淳

放課後はミステリーとともに 東川篤哉

冒険する頭 西村肇

方言はまほうのことば 彦坂佳宣

宝石 飯田孝一

ぼくがぼくであること 山中恒

ぼくが世の中に学んだ事 鎌田慧

ぼくたちもそこにいた リヒター作・上田真而子訳

ぼくと未来屋の夏 はやみねかおるミステリーランド

ぼくの家出作戦 ソートニク

ぼくの一輪車は雲の上 山口理

ボクの日記があぶない！ ジェフ・キニーグレッグのダメ日記 2

ぼくは王さま 寺村輝夫作、和歌山静子王さま

ぼくは報道する 本多勝一

ぼくらの怪盗戦争 宗田理

ぼくらの学校戦争 宗田理

ぼくらの天使ゲーム 宗田理

ぼくらの七日間戦争 宗田理

ぼくらの南の島戦争 宗田理

ぼくらのミニ地球をつくろう 三輪主彦地球環境子ども探 8

ぼくらは大気のパトロール隊 川口啓明・古瀬浩義地球環境子ども探 4

ぼくんちの戦争ごっこ 宗田理

星の王子さま サン・テグジュペリ

星めぐり ジョアンナ・コール
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星ものがたり　春 林完次星ものがたり 1

星ものがたり　夏 林完次星ものがたり 2

星ものがたり　秋 林完次星ものがたり 3

星ものがたり　冬 林完次星ものがたり 4

星ものがたり　星と星うらない 林完次星ものがたり 5

北極星を見つけてごらん 竹内均人類の未来を考え 1

坊ちゃん 夏目漱石マンガジュニア名作

坊ちゃん 夏目漱石少年少女日本文学 2

哺乳類誕生へのみち 今泉吉典人類の未来を考え 6

ホビットの冒険　上 トールキン

ホビットの冒険上 ＪＲＲ・トールキン

ホビットの冒険　下 トールキン

ホビットの冒険下 ＪＲＲ・トールキン

ホラーこわい 赤羽建美

ほら男爵現代の冒険 星新一

本当の自分を求めて 姫田忠義

ポンペイ最後の日 メアリー・ボーブ・オズボーマジックツリーハウ 7

マーメイド　ぱにっく 小泉まりえ

マーリン　１　魔法の島フィンカイラ T・A・バロン

妹国残留孤児をさがして 小中沢小夜子

毎日かあさん カニ母編 西原理恵子

マキオのひとり旅 生源寺美子

枕草子 くもん目で見る楽しい古

枕草子・徒然草 学研絵で見る楽しい古 4

孫に語り伝える「満州」 坂本龍彦

マザー・グース1 谷川俊太郎　訳マザー・グース 1

マザー・グース2 谷川俊太郎　訳マザー・グース 2

マザー・グース3 谷川俊太郎　訳マザー・グース 3

マザー・グース4 谷川俊太郎　訳マザー・グース 4

マザー・テレサ 望月正子

魔術 芥川龍之介フジポッド文庫朗読

魔術師のおい C.S.ルイスナルニア国物語 6

魔女狩り人の復讐 ジョン・べレアーズルイスと魔法使い協

まじょ子とカワイイの大すき王子さま 藤　真知子

魔女ジェニファとわたし E.L.カニグズバーグ

魔女のかくれ家 ディクスン・カー

魔女の隠れ里 はやみねかおる名探偵夢水清志郎 2

魔女の宅急便 6 それぞれの旅立ち 角野栄子魔女の宅急便 6

都会のトム＆ソーヤ（１） はやみねかおる都会のトム＆ソーヤ

都会のトム＆ソーヤ（１０） はやみねかおる都会のトム＆ソーヤ

都会のトム＆ソーヤ（１２） はやみねかおる都会のトム＆ソーヤ

都会のトム＆ソーヤ（１３） はやみねかおる都会のトム＆ソーヤ

都会のトム＆ソーヤ　ゲーム・ブック 修学旅行においで はやみねかおる都会のトム＆ソーヤ

都会のトム＆ソーヤ　ゲーム・ブック 「館」からの脱出 はやみねかおる都会のトム＆ソーヤ

魔天楼 田中芳樹

窓ぎわのトットちゃん 黒柳徹子
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魔法使いチョモチョモ 寺村輝夫作、和歌山静子王さま

魔法のカクテル ミヒャエル・エンデ

魔法の国のバレリーナ バレエ学校は大さわぎ！ エメラルド・エバーハート

魔法のベッド1 南の島でのぼうけん メアリー・ノートン

魔法のベッド1 メアリー・ノートン魔法のベッド 1

魔法のベッド2 メアリー・ノートン

魔法の指輪 ジョン・べレアーズルイスと魔法使い協

豆つぶほどの小さないぬ 佐藤さとるコロボックル物語 2

魔物の洞窟 エミリー・ロッダデルトラ・クエスト 6

真夜中のための組曲 赤川次郎

まよなかの魔女の秘密 岡田淳こそあどの森の物語

マリー・ローランサン 阿部良雄世界の伝記

まるごと好きです 工道直子

まんが地球大紀行1 濱田隆士まんが地球大紀行 1

まんが地球大紀行2 濱田隆士まんが地球大紀行 2

まんが地球大紀行3 濱田隆士まんが地球大紀行 3

まんが地球大紀行4 濱田隆士まんが地球大紀行 4

まんが地球大紀行5 濱田隆士まんが地球大紀行 5

まんが地球大紀行6 濱田隆士まんが地球大紀行 6

漫画ヘルシー文庫04 横山ふさ子漫画ヘルシー文庫 4

漫画ヘルシー文庫05 秋竜山　他漫画ヘルシー文庫 5

漫画ヘルシー文庫05 日本学校保健会漫画ヘルシー文庫 5

漫画ヘルシー文庫07 性と生命編 日本学校保健会漫画ヘルシー文庫 7

漫画ヘルシー文庫08 日本学校保健会漫画ヘルシー文庫 8

漫画ヘルシー文庫09 日本学校保健会漫画ヘルシー文庫 9

漫画ヘルシー文庫10 日本学校保健会漫画ヘルシー文庫 10

漫画ヘルシー文庫12 日本学校保健会漫画ヘルシー文庫 12

まんじゅうこわい 戸井田道三

満州事変～日中全面戦争 水木しげるコミック昭和史 2

マンディ ジュリー　アンドリュース

マンモスとなぞの原始人 メアリー・ボーブ・オズボーマジックツリーハウ 4

マンモスをたずねて 井尻正二

みえる詩・あそぶ詩・きこえる詩 はせみつこ編

みか10歳・すてきなすてきなスイミング 沢井いづみ

三毛猫ホームズの運動会 赤川次郎三毛猫ホームズ

水といのちを考えよう 左巻健男地球環境子ども探 5

未知の国すばらしい人たち 田沼武能

三つ目がとおる　第８集 怪鳥モア編 手塚治虫

三つ目がとおる　第１集　 三つ目登場編 手塚治虫

三つ目がとおる　第５集 イースター島航海編 手塚　治虫

三つ目がとおる　第３集 グリーブの秘密編 手塚治虫

三つ目がとおる　第７集 地下の都編 手塚治虫

三つ目がとおる　第２集 三つ目族の謎編 手塚治虫

三つ目がとおる　第４集 怪植物ボルボック 手塚治虫

三つ目がとおる　第６集 古代王子ゴダル編 手塚治虫

ミナクローと公平じいさん 最上二郎

2019年5月2日 P. 32 / 37B



タイトル サブタイトル 作者シリーズ

源義経 今西祐行

源頼朝 左近義親

源頼朝 颯手達治

耳なし芳一 小泉八雲フジポッド文庫朗読

耳なし芳一/雪女 小泉八雲

宮沢賢治 西本鶏介

宮沢賢治童話全集01 ツェねずみ 宮沢賢治宮沢賢治童話全集 1

宮沢賢治童話全集05 よだかの星 宮沢賢治宮沢賢治童話全集 5

宮沢賢治童話全集06 なめとこ山のくま 宮沢賢治宮沢賢治童話全集 6

宮沢賢治童話全集07 オツベルと象 宮沢賢治宮沢賢治童話全集 7

宮沢賢治童話全集08 セロひきのゴーシュ 宮沢賢治宮沢賢治童話全集 8

宮沢賢治童話全集09 風の又三郎 宮沢賢治宮沢賢治童話全集 9

宮沢賢治童話全集10 ポラーノの広場 宮沢賢治宮沢賢治童話全集 10

宮本武蔵 木暮正夫

ミラクル・ファミリー 柏葉幸子

みんなみんな地球っ子 環境と健康の巻 日本学校保健会続まんがヘルシー 3

ムーミン谷の十一月 トーベ・ヤンソンムーミン 8

ムーミン谷の彗星 トーベ・ヤンソンムーミン 2

ムーミン谷の仲間たち トーベ・ヤンソンムーミン 6

ムーミン谷の夏まつり トーベ・ヤンソンムーミン 3

ムーミン谷の冬 トーベ・ヤンソンムーミン 4

ムーミンパパ海へ行く トーベ・ヤンソンムーミン 7

ムーミンパパの思い出 トーベ・ヤンソンムーミン 5

ムーンストーンの妖精　インディア デイジー・メドウズレインボーマジック 22

むかえにきた死人たち 日本児童文学者協会ほんとうにあったお 4

ムギと王さま・本の小べや1 ファージョン

むきりょく生活 やさぐれマンガ たかはしみきこげぱん

ムジナ探偵局 名探偵登場！ 富安陽子ムジナ探偵局 1

ムジナ探偵局 なぞの挑戦状 富安陽子ムジナ探偵局 2

ムジナ探偵局　 闇に消えた男 富安陽子ムジナ探偵局 3

ムジナ探偵局　 満月池の秘密 富安陽子ムジナ探偵局 4

ムジナ探偵局　 本日休業 富安陽子ムジナ探偵局 5

ムツゴロウの絵本1 無人島の花 畑正憲

紫式部 山本藤枝

ムンジャクンジュは毛虫じゃない 岡田淳

冥界のオルフェウス 里中満智子マンガギリシャ神話 3

動物物語集 中上哲夫他朝の読み物短編集 3

明治大正昭和の詩歌選 大岡信少年少女日本文学

名探偵カッレくん リンドグレーン／尾崎義訳

名探偵コナン　推理ファイル 昆虫の謎 青山剛昌小学館学習まんが

名探偵コナン　沈黙の15分 青山剛昌

名探偵ホームズ ぶな屋敷のなぞ コナン・ドイル

名探偵夢水清志朗事件ノート1 そして五人がいなくなる はやみねかおる名探偵夢水清志朗 1

名探偵夢水清志朗事件ノート2 亡霊は夜歩く はやみねかおる名探偵夢水清志朗 2

名探偵夢水清志朗事件ノート3 消える総生島 はやみねかおる名探偵夢水清志朗 3

名探偵夢水清志朗事件ノート5 踊る夜光怪人 はやみねかおる名探偵夢水清志朗 5
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名探偵夢水清志朗事件ノート6 機巧館のかぞえ唄 はやみねかおる名探偵夢水清志朗 6

めぐりめぐる月 シャロン・クリーチ

目で見るサッカー教室 堀田哲爾

メドヴィの居酒屋 ドイツ昔話 矢川澄子訳

メニム一家の物語1 ブロックルハースト･グローブﾞの シルヴィア・ウォーメニム一家の物語 1

メニム一家の物語2 荒野のコーマス屋敷 シルヴィア・ウォーメニム一家の物語 2

メニム一家の物語3 屋敷の中のとらわれびと シルヴィア・ウォーメニム一家の物語 3

メニム一家の物語4 北岸通りの骨董屋 シルヴィア・ウォーメニム一家の物語 4

メニム一家の物語5 丘の上の牧師館 シルヴィア・ウォーメニム一家の物語 5

もう、がまんできない！ ジェフ・キニーグレッグのダメ日記 3

盲導犬クイールの一生 石黒謙吾

盲導犬クイールの一生 石黒謙吾

盲導犬になったクイール 秋元良平

モーツァルト 中川美登利

モグラ原っぱのなかまたち 古田足日

もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「 岩崎夏海

もっと本を読もう 増田信一

ものぐさ成功記 森幹男

模範怪盗一年B組 赤川次郎

モモ ミヒャエル・エンデ

もも子のとんでも大冒険 さくらももこさくらももこ

モモちゃんとプー 松谷みよ子

モモちゃんとアカネちゃん 松谷みよ子モモちゃんとアカネ 3

ももの木アパート青い風 広瀬寿子

森から出てきた人類の祖先 今泉吉典人類の未来を考え 10

森と海からの手紙 C.W.ニコル

森に生きる 立松和平

森のめぐみ 山本学治

森は生きている 富山和子

森や原っぱで環境を考えよう 山岡寛人地球環境子ども探 2

モロー博士の島 H.G.ウェルズ

やかまし村の子どもたち アストリッド・リンドグレーン

やかまし村の春・夏・秋・冬 アストリッド・リンドグレーン

やかまし村はいつもにぎやか アストリッド・リンドグレーン

やせっぽちの死刑執行人　上 ダレン・シャン

やせっぽちの死刑執行人　下 ダレン・シャン

野鳥観察日記 蓮尾純子

やっぱり、むいてないよ！ ジェフ・キニーグレッグのダメ日記 10

山田ババアに花束を 花井愛子

山のスケッチだより 山里寿夫

闇にひそむ影 ジョン・べレアーズルイスと魔法使い協

闇の守り人 上橋菜穂子旅人・守り人シリー

夕 谷川俊太郎

幽霊城の秘密 メアリー・ボーブ・オズボーマジックツリーハウ 16

幽霊たちの館 ヲルター・Ｒ・ブルックス

ユーレイと結婚したってナイショだよ 名木田恵子
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ゆうれいの泣く学校 日本児童文学者協会ほんとうにあったお 6

幽霊列車レストラン 松谷みよ子怪談レストラン 4

床下の小人たち メアリー・ノートン

ゆか10歳・コスモス色にゆれる旅 沢井いづみ

雪三景　裸の大様 水上勉、開高健少年少女日本文学

雪渡り 宮沢賢治フジポッド文庫朗読

決断するとき 将棋に生きる 大内延介

ユニット折り紙 布施知子

指輪物語１ 旅の仲間　上1 J・R・R・トールキン

指輪物語１０ 追補編 J・R・R・トールキン

指輪物語２ 旅の仲間　上２ J・R・R・トールキン

指輪物語３ 旅の仲間　下１ J・R・R・トールキン

指輪物語４ 旅の仲間　下２ J・R・R・トールキン

指輪物語５ 二つの塔　上１ J・R・R・トールキン

指輪物語６ 二つの塔　上２ J・R・R・トールキン

指輪物語７ 二つの塔　下 J・R・R・トールキン

指輪物語８ 王の帰還　上 J・R・R・トールキン

指輪物語９ 王の帰還　下 J・R・R・トールキン

夢の守り人 上橋菜穂子旅人・守り人シリー

夜明けの巨大地震 メアリー・ボーブ・オズボーマジックツリーハウ 12

夜明けへの道 岡本文良

妖怪アパートの幽雅な日常01 香月日輪妖怪アパートの幽 1

妖怪アパートの幽雅な日常02 香月日輪妖怪アパートの幽 2

妖怪アパートの幽雅な日常03 香月日輪妖怪アパートの幽 3

妖怪アパートの幽雅な日常04 香月日輪妖怪アパートの幽 4

妖怪アパートの幽雅な日常05 香月日輪妖怪アパートの幽 5

妖怪アパートの幽雅な日常06 香月日輪妖怪アパートの幽 6

妖怪アパートの幽雅な日常07 香月日輪妖怪アパートの幽 7

妖怪アパートの幽雅な日常08 香月日輪妖怪アパートの幽 8

妖怪アパートの幽雅な日常09 香月日輪妖怪アパートの幽 9

妖怪アパートの幽雅な日常10 香月日輪妖怪アパートの幽 10

ようこそ、おまけの時間に 岡田淳

ようこそ地球さん 星新一

妖精王の月 Ｏ・Ｒ・メリング

幼年時代　/風立ちぬ 室生犀星少年少女日本文学

YOKOHAMA 2.14 花井愛子

世のなかヘン 中学生のマジメな大疑問

よみがえれ　黄金の島 小山重郎

夜の小学校で 岡田淳

ライオンと魔女 C.S.ルイスナルニア国物語 1

ライト兄弟 富塚清

ラインの虜囚 田中芳樹ミステリーランド

ラッコの悲劇 菅能秀一

小さな男の子の旅 エーリッヒ・ケストナーショートストーリーズ 5

理科おもしろ攻略 天体がわかる 日能研ドラえもんの学習シ

りかさん 梨木香穂
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理科実験 Q&A 理科おもしろ攻略 日能研ドラえもんの学習シ

理科実験Q＆A ドラえもんの理科おもしろ攻略 小学館ドラえもんの学習シ

リゴベルタの村 工藤律子

リスク ロバート・マカモア英国情報局秘密組 10

流氷のおくりもの 立松和平

緑魔の町 筒井康隆

りんごの木のしたで ジョン・ゴールズケージ

ルドルフともだちひとりだち 斉藤洋

ルドルフといくねこくるねこ 斉藤洋

ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤洋児童文学創作シリ

ルパン対ホームズ モーリス・ルブラン

ルパンの告白 モーリス・ルブラン怪盗ルパン

例解学習類語辞典 似たことば・仲間のことば 深谷 圭助

レイチェルと滅びの呪文 クリフ・マクニッシュ魔法少女レイチェ

レイチェルと魔導師の誓い クリフ・マクニッシュ魔法少女レイチェ

レイチェルと魔法の匂い クリフ・マクニッシュ魔法少女レイチェ

霊を呼ぶ人たち 烏兎沼宏之

レネット　金色の林檎 名木田恵子

レミ10歳わたしのおうちはフルーツパーラー 沢井いづみ

レンタルロボット 滝井幸代

朗読をたのしもう 松丸春生

ローワンと白い魔物 エミリー・ロッダ

六月のゆり バーバラマッカー

6年生の読みもの 椋鳩十

ロシアむかし話集 内田莉莎子

ロビンソン漂流記 ダニエル・デフォ少年少女世界文学 5

ロビンフッドの冒険 ハワード・パイル少年少女世界文学 2

ロミオとジュリエット Ｗ．シェイクスピアマンガジュニア名作

ロミオとジュリエット ウィリアム・シェークスピア少年少女世界文学 3

若い兵士のとき リヒター作・上田真而子訳

若おかみは小学生！1 花の温泉ストーリーパート1 令丈ヒロ子1

若おかみは小学生！2 花の温泉ストーリーパート2 令丈ヒロ子2

若おかみは小学生！3 花の温泉ストーリーパート3 令丈ヒロ子3

若おかみは小学生！4 花の温泉ストーリーパート4 令丈ヒロ子4

若おかみは小学生！5 花の温泉ストーリーパート5 令丈ヒロ子5

若おかみは小学生！6 花の温泉ストーリーパート6 令丈ヒロ子6

若草物語 ルイザ・メイ・オルコット

若草物語 ルイザ・メイ・オルコット

若草物語 オルコットマンガジュニア名作

若草物語 ルイザ・メイ・オルコット少年少女世界文学 9

吾輩は猫である上 夏目漱石少年少女日本文学

輪切り図鑑　クロスセッション 北森俊行訳輪切り図鑑　

輪切り図鑑　大帆船 R.プラット文/桐敷訳輪切り図鑑　

わたしが子どもだったころ エーリッヒ・ケストナー

わたしがちいさかったときに 長田新

わたしたちのクジラ学校 井上こみち
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タイトル サブタイトル 作者シリーズ

私たちのシェイクスピア 木下順二

わたしと小鳥とすずと 金子みすゞ

わたしの知ってるトランプ占い マイバースディ編集部

わたしのせいじゃない せきにんについて レイフ・クリスチャンソン

私の日本発掘 安田武

わたしのママへ・さやか10歳の日記 沢井いづみ

ONE PIECE 尾田栄一郎

ワンピース 千年竜伝説 尾田栄一郎
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